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薬理学用語集 

【注意】 

・薬理学用語集の著作権，所有権は社団法人日本薬理学会に帰属します。 

・収録されたデータの全てあるいは一部の譲渡，転載，配布，販売を禁止します。 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

1 abscissa (→ordinate) 横軸 ヨコジク 

2 absolute refractory period (phase) 絶対不応期 ゼッタイフオウキ 

3 absorption 吸収 キュウシュウ 

4 absorption rate 吸収速度 キュウシュウソクド 

5 absorption rate constant 吸収速度定数 キュウシュウソクドテイスウ 

6 absorption ratio 吸収率 キュウシュウリツ 

7 abstinence (→withdrawal) 禁断, 断薬 キンダン, ダンヤク 

8 acathisia (=akathisia) 
アカシジア, 静坐不能 
[症] 

アカシジア, セイザフノウ [ショウ] 

9 acclimatization 気候順化 キコウジュンカ 

10 accommodation 調節, 適応 チョウセツ, テキオウ 

11 accumulation 蓄積 チクセキ 

12 acetazolamide アセタゾラミド アセタゾラミド 

13 acetyl CoA アセチルコエンザイム A アセチルコエンザイムエー 

14 acetylation アセチル化 アセチルカ 

15 acetylation enzyme アセチル化酵素 アセチルカコウソ 

16 acetylcholine 《ACh》 アセチルコリン アセチルコリン 

17 
acetylcholinesterase 
(=cholinesterase) 

アセチルコリンエステラー
ゼ 

アセチルコリンエステラーゼ 

18 acetylsalicylic acid (=aspirin) アセチルサリチル酸 アセチルサリチルサン 

19 acetyltransferase アセチル転移酵素 アセチルテンイコウソ 

20 acid-base balance (equilibrium) 酸塩基バランス (平衡) サンエンキバランス (ヘイコウ) 

21 acidification 酸性化 サンセイカ 

22 acidity 酸度 サンド 

23 acidosis アシドーシス アシドーシス 

24 
acquired immunodeficiency syndrome 
《AIDS》 

後天性免疫不全症候群 
コウテンセイメンエキフゼンショウコ
ウグン 

25 acquisition 獲得 カクトク 

26 actin アクチン アクチン 

27 actinomycin D (=dactinomycin) アクチノマイシン D アクチノマイシンディー 

28 action 作用 サヨウ 

29 action current 活動電流 カツドウデンリュウ 

30 action potential 活動電位 カツドウデンイ 

31 activated charcoal 活性炭 カッセイタン 

32 active avoidance 能動的回避 ノウドウテキカイヒ 

33 active metabolite 活性代謝物 カッセイタイシャブツ 

34 active transport 能動輸送 ノウドウユソウ 

35 activity 活性, 活動性 カッセイ, カツドウセイ 

36 actomyosin アクトミオシン アクトミオシン 

37 acupuncture analgesia (anesthesia) 針鎮痛 [麻酔] ハリチンツウ [マスイ] 

38 acute 急性 [の] キュウセイ [ノ] 

39 adaptation 順応 ジュンノウ 
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40 addiction (→dependence) 耽溺, 嗜癖 タンデキ, F151 シヘキ 

41 Addison's disease アジソン病 アジソンビョウ 

42 additive effect (→synergism) 相加 (協力) 作用 ソウカ (キョウリョク) サヨウ 

43 adenine アデニン アデニン 

44 adenosine diphosphate 《ADP》 アデノシン二リン酸 アデノシンニリンサン 

45 adenosine monophosphate 《AMP》 アデノシン一リン酸 アデノシンイチリンサン 

46 
adenosine 3',5'-cyclic 
monophosphate (=cyclic AMP, 
cAMP) 

アデノシン 3',5'-サイクリッ
ク一リン酸 

アデノシン 3',5'-サイクリックイチリン
サン 

47 adenosine triphosphate 《ATP》 アデノシン三リン酸 アデノシンサンリンサン 

48 adenylate (adenyl) cyclase 
アデニル酸 (アデニル) シ
クラーゼ 

アデニルサン (アデニル) シクラー
ゼ 

49 adipose tissue 脂肪組織 シボウソシキ 

50 adipositas 肥満症 ヒマンショウ 

51 adipsia 無飲症 ムインショウ 

52 adjuvant アジュバント アジュバント 

53 ad libitum (=ad lib) 自由 [に], 任意 [に] ジユウ [ニ], ニンイ [ニ] 

54 adrenal cortex 副腎皮質 フクジンヒシツ 

55 adrenal corticoid 副腎コルチコイド フクジンコルチコイド 

56 adrenal gland 副腎 フクジン 

57 adrenal insufficiency 
副腎不全 [症], 副腎機能
低下 [症] 

フクジンフゼン [ショウ], フクジンキ
ノウテイカ [ショウ] 

58 adrenal medulla 副腎髄質 フクジンズイシツ 

59 adrenalectomy 副腎摘出 (除) フクジンテキシュツ (ジョ) 

60 adrenaline (=epinephrine) アドレナリン アドレナリン 

61 adrenergic drug アドレナリン作動 (用) 薬 アドレナリンサドウ (ヨウ) ヤク 

62 adrenergic nerve アドレナリン作動性神経 アドレナリンサドウセイシンケイ 

63 adrenoceptor (=adrenergic receptor) アドレナリン受容体 アドレナリンジュヨウタイ 

64 adrenocorticosteroid 副腎皮質ステロイド フクジンヒシツステロイド 

65 
adrenocorticotropic hormone 
《ACTH》 

副腎皮質刺激ホルモン フクジンヒシツシゲキホルモン 

66 adrenodemedullation 副腎髄質摘出 (除) フクジンズイシツテキシュツ (ジョ) 

67 
adverse reaction (=untoward 
reaction) 

有害反応 ユウガイハンノウ 

68 affection (=emotion) 情動 ジョウドウ 

69 affective disorder 情動障害 ジョウドウショウガイ 

70 afferent (→efferent) 求心性 キュウシンセイ 

71 affinity 親和力 (性) シンワリョク (セイ) 

72 after discharge 後発射 コウハッシャ 

73 agent (=drug) 薬剤 ヤクザイ 

74 agglutination 凝集 ギョウシュウ 

75 agglutinin 凝集素 ギョウシュウソ 

76 agglutinogen 凝集原 ギョウシュウゲン 

77 aggressive behavior 攻撃行動 コウゲキコウドウ 

78 aging 加齢, 老化 カレイ, ロウカ 

79 aglycone アグリコン, 無糖体 アグリコン, ムトウタイ 

80 agonist アゴニスト, 作動 (用) 薬 アゴニスト, サドウ (ヨウ) ヤク 

81 agranulocytosis 無顆粒球症 ムカリュウキュウショウ 

82 air pouch 空気嚢 クウキノウ 

83 akathisia (=acathisia) 
アカシジア, 静坐不能 
[症] 

アカシジア, セイザフノウ [ショウ] 

84 akinesia (=akinesis) アキネジア, 無動症 アキネジア, ムドウショウ 

85 alarm reaction 警告反応 ケイコクハンノウ 
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86 albuminuria タンパク尿 タンパクニョウ 

87 alcohol dehydrogenase 《ADH》 アルコール脱水素酵素 アルコールダッスイソコウソ 

88 alcohol deterrent 嫌酒薬 ケンシュヤク 

89 alcoholics アルコール依存症者 アルコールイソンショウシャ 

90 alcoholism アルコール [中毒] 症 アルコール [チュウドク] ショウ 

91 aldosterone アルドステロン アルドステロン 

92 algesic (algogenic) substance 発痛物質 ハッツウブッシツ 

93 algesi[o]meter (=algometer) 痛覚計 ツウカクケイ 

94 alimentary 消化 [の], 食事性 [の] ショウカ [ノ], ショクジセイ [ノ] 

95 alimentary allergy 食事性アレルギー ショクジセイアレルギー 

96 alkalemia アルカリ血症 アルカリケッショウ 

97 alkali reserve アルカリ予備 アルカリヨビ 

98 alkalosis アルカローシス アルカローシス 

99 alkaluria アルカリ尿 アルカリニョウ 

100 alkaptonuria アルカプトン尿症 アルカプトンニョウショウ 

101 alkylating agent アルキル化薬 アルキルカヤク 

102 allergen アレルゲン アレルゲン 

103 allergic disease アレルギー性疾患 アレルギーセイシッカン 

104 allergy アレルギー アレルギー 

105 allodynia アロジニア, 異痛 アロニジア, イツウ 

106 allopurinol アロプリノール アロプリノール 

107 allosteric アロステリック アロステリック 

108 alloxan diabetes アロキサン糖尿 アロキサントウニョウ 

109 alveolar ventilation [volume] 肺胞換気 [量] ハイホウカンキ [リョウ] 

110 alveolus 肺胞 ハイホウ 

111 Alzheimer's disease アルツハイマー病 アルツハイマービョウ 

112 ambulation 歩行運動, 移所運動 ホコウウンドウ, イショウンドウ 

113 amebiasis アメーバ症 アメーバショウ 

114 amiloride アミロライド アミロライド 

115 amine oxidase アミンオキシダーゼ アミンオキシダーゼ 

116 amino acid アミノ酸 アミノサン 

117 aminoaciduria アミノ酸尿 アミノサンニョウ 

118 γ-aminobutyric acid 《GABA》 ギャバ ギャバ 

119 aminoglycoside アミノ配糖体 アミノハイトウタイ 

120 amnesia 健忘 [症] ケンボウ [ショウ] 

121 amphetamine[s] アンフェタミン [類] アンフェタミン [ルイ] 

122 ampholyte 両性電解質 リョウセイデンカイシツ 

123 amygdala 扁桃体 ヘントウタイ 

124 amyl nitrite 亜硝酸アミル アショウサンアミル 

125 anabolic hormone タンパク同化ホルモン タンパクドウカホルモン 

126 anabolism (→catabolism) 同化 ドウカ 

127 analgesia 鎮痛 チンツウ 

128 analgesic 鎮痛薬 チンツウヤク 

129 analgesic-antipyretic 鎮痛解 (下) 熱薬 チンツウゲネツヤク 

130 analeptic[a] 蘇生薬, 興奮薬 ソセイヤク, コウフンヤク 

131 analog[ue] 同族体, 類縁体 ドウゾクタイ, ルイエンタイ 

132 analysis of variance 分散分析 ブンサンブンセキ 

133 anaphylaxis アナフィラキシー アナフィラキシー 

134 local anaphylaxis 局所性アナフィラキシー キョクショセイアナフィラキシー 

135 systemic anaphylaxis 全身性アナフィラキシー ゼンシンセイアナフィラキシー 

136 anemia 貧血 ヒンケツ 
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137 anesthesia 麻酔 マスイ 

138 anesthetic 麻酔の, 麻酔薬 マスイノ, マスイヤク 

139 anesthetic depth 麻酔深度 マスイシンド 

140 anesthetic gas 麻酔ガス マスイガス 

141 androgen アンドロゲン アンドロゲン 

142 aneurine (=vitamin B1) アノイリン アノイリン 

143 angina of effort 労作性狭心症 ロウサクセイキョウシンショウ 

144 angina pectoris (=cardiac angina) 狭心症 キョウシンショウ 

145 anginal attack 狭心症発作 キョウシンショウホッサ 

146 angiocardiography 血管心臓造影法 ケッカンシンゾウゾウエイホウ 

147 angioedema 血管性浮腫 ケッカンセイフシュ 

148 angiotensin アンジオテンシン アンジオテンシン 

149 angiotensin-converting enzyme 
アンジオテンシン変換酵
素 

アンジオテンシンヘンカンコウソ 

150 angiotensinase アンジオテンシナーゼ アンジオテンシナーゼ 

151 angiotensinogen アンジオテンシノーゲン アンジオテンシノーゲン 

152 anorectic 食欲低下薬 ショクヨクテイカヤク 

153 anorexia 食欲低下 ショクヨクテイカ 

154 anosmia 嗅覚消失 [症] キュウカクショウシツ [ショウ] 

155 anoxemia 無酸素血症 ムサンソケッショウ 

156 anoxia (→hypoxia) 無酸素症 ムサンソショウ 

157 antacid 制酸薬 セイサンヤク 

158 antagonism 拮抗 キッコウ 

159 antagonist アンタゴニスト, 拮抗薬 アンタゴニスト, キッコウヤク 

160 anterior 前の, 前側の マエノ, F241 ゼンソクノ 

161 anterior pituitary 下垂体前葉 カスイタイゼンヨウ 

162 anthelmintic 駆虫薬 クチュウヤク 

163 antianxiety (anxiolytic) agent 抗不安薬 コウフアンヤク 

164 antibacterial [agent] 抗菌薬 コウキンヤク 

165 antibacterial spectrum 抗菌スペクトル コウキンスペクトル 

166 antibiotic 抗生物質 コウセイブッシツ 

167 antibody 《Ab》 抗体 コウタイ 

168 anticoagulant 抗凝血薬, 抗凝固薬 
コウギョウケツヤク, コウギョウコヤ
ク 

169 anticonvulsant (=antiepileptic) 抗痙攣薬 コウケイレンヤク 

170 antidepressant 抗うつ薬 コウウツヤク 

171 antidiuresis 抗利尿 コウリニョウ 

172 
antidiuretic hormone 《ADH》 
(=vasopressin) 

抗利尿ホルモン コウリニョウホルモン 

173 antidote 解毒薬 ゲドクヤク 

174 antidromic conduction 逆行 (方向) 性伝導 ギャクコウ (ホウコウ) セイデンドウ 

175 antiemetic 制吐薬 セイトヤク 

176 antigen 抗原 コウゲン 

177 antigenicity 抗原性 コウゲンセイ 

178 antimetabolite 代謝拮抗物質 タイシャキッコウブッシツ 

179 antimuscarinic [agent] 抗ムスカリン作用薬 コウムスカリンサヨウヤク 

180 antineoplastic [agent] 抗悪性腫瘍薬 コウアクセイシュヨウヤク 

181 antioxidant (→reducing agent) 抗酸化薬 コウサンカヤク 

182 
antipodagric agent (=gout 
suppressant) 

抗痛風薬 コウツウフウヤク 

183 antiport (=counter transport) 対抗輸送 タイコウユソウ 

184 antipruritic 鎮痒薬 チンヨウヤク 
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185 antipsychotic (=neuroleptic) 抗精神病薬 コウセイシンビョウヤク 

186 antipyretic 解 (下) 熱薬 ゲネツヤク 

187 antipyretic-analgesic [agent] 解 (下) 熱鎮痛薬 ゲネツチンツウヤク 

188 antiseptic 防腐薬 ボウフヤク 

189 antiserum 抗血清 コウケッセイ 

190 antispastic (antispasmodic) [agent] 鎮痙薬 チンケイヤク 

191 antithrombin 
アンチトロンビン, 抗トロン
ビン 

アンチトロンビン, コウトロンビン 

192 antithrombotic [agent] 抗血栓薬 コウケッセンヤク 

193 antitussive [agent] 鎮咳薬 チンガイヤク 

194 antiviral [agent] 抗ウイルス薬 コウウイルスヤク 

195 anuria 無尿 ムニョウ 

196 anxiety 不安 フアン 

197 anxiety agent 不安 [誘発] 薬 フアン [ユウハツ] ヤク 

198 anxiolytic (antianxiety) agent 抗不安薬 コウフアンヤク 

199 apex beat 心尖拍動 シンセンハクドウ 

200 aphagia 
無 [摂] 食 [症], 嚥下不
能 [症] 

ム [セッ] ショク ショウ], エンゲフノ
ウ[ショウ] 

201 aphasia 失語症 シツゴショウ 

202 apical dendrite 先端樹状突起 センタンジュジョウトッキ 

203 aplastic anemia 再生不良性貧血 サイセイフリョウセイヒンケツ 

204 apnea 無呼吸 ムコキュウ 

205 apneusis 持続性吸息 ジゾクセイキュウソク 

206 apneustic center 持続性吸息中枢 ジゾクセイキュウソクチュウスウ 

207 apomorphine アポモルヒネ アポモルヒネ 

208 application 適用 テキヨウ 

209 arachidonic acid (=arachidonate) アラキドン酸 アラキドンサン 

210 arachidonic acid cascade アラキドン酸カスケード アラキドンサンカスケード 

211 area under the curve 《AUC》 曲線下面積 キョクセンカメンセキ 

212 arousal reaction 覚醒反応 カクセイハンノウ 

213 arrhythmia 不整脈 フセイミャク 

214 arterenol (=noradrenaline) アルテレノール アルテレノール 

215 arteriole (pl. arteriola) 細動脈 サイドウミャク 

216 artery 動脈 ドウミャク 

217 arthritis 関節炎 カンセツエン 

218 arthus reaction アルサス反応 アルサスハンノウ 

219 ascorbic acid (=vitamin C) アスコルビン酸 アスコルビンサン 

220 aseptic manipulation 無菌操作 ムキンソウサ 

221 aspartic acid (=aspartate) アスパラギン酸 アスパラギンサン 

222 asphyxia 窒息 チッソク 

223 aspirin (=acetylsalicylic acid) アスピリン アスピリン 

224 assessment アセスメント, 試験, 評価 アセスメント, シケン, ヒョウカ 

225 asthma 喘息 ゼンソク 

226 asthmatic attack 喘息発作 ゼンソクホッサ 

227 astigmatism 乱視 ランシ 

228 astringent 収斂薬 シュウレンヤク 

229 asynergia 協同運動不能 キョウドウウンドウフノウ 

230 ataxia 運動失調 ウンドウシッチョウ 

231 atheroma アテローム アテローム 

232 atherosclerosis 
アテローム性 (粥状) 動
脈硬化症 

アテロームセイ (ジュクジョウ) ドウミ
ャクコウカショウ 

233 athetosis アテトーシス, アテトーゼ アテトーシス, アテトーゼ 
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234 atopy アトピー アトピー 

235 ATPase 
アデノシン三リン酸分解酵
素 

アデノシンサンリンサンブンカイコウ
ソ 

236 atrial (auricular) fibrillation 心房細動 シンボウサイドウ 

237 atrial flutter 心房粗動 シンボウソドウ 

238 atrial natriuretic peptide 《ANP》 
心房性ナトリウム利尿ペ
プチド 

シンボウセイナトリウムリニョウペプ
チド 

239 atrial tachycardia 心房性頻脈 シンボウセイヒンミャク 

240 atrioventricular 《AV》 node 房室結節 ボウシツケッセツ 

241 AV block 房室ブロック ボウシツブロック 

242 AV bundle 房室節 ボウシツセツ 

243 AV conduction 房室伝導 ボウシツデンドウ 

244 AV [nodal] rhythm 房室 [結節性] リズム ボウシツ [ケッセツセイ] リズム 

245 atrium (pl. atria) 心房 シンボウ 

246 atrophy 萎縮 イシュク 

247 atropine アトロピン アトロピン 

248 attack 発作 ホッサ 

249 atypical 非定型 ヒテイケイ 

250 audiogenic seizure 聴原 [性] 発作 チョウゲン [セイ] ホッサ 

251 
Auerbach's plexus (=myenteric 
plexus) 

アウエルバッハ神経叢 アウエルバッハシンケイソウ 

252 auricle 心耳 シンジ 

253 autacoid (=local hormone) オータコイド オータコイド 

254 autoimmune disease 自己免疫疾患 ジコメンエキシッカン 

255 autoimmunity 自己免疫 ジコメンエキ 

256 autolysis 
自己融 (溶) 解, 自己分
解 

ジコユウ (ヨウ) カイ, ジコブンカイ 

257 automaticity 自動性 (能) ジドウセイ (ノウ) 

258 automatism (→autoregulation) 自動 (自己) 調節 ジドウ (ジコ) チョウセツ 

259 autonomic effector cell 自律神経効果器細胞 ジリツシンケイコウカキサイボウ 

260 autonomic ganglion 自律神経節 ジリツシンケイセツ 

261 autonomic nervous system 自律神経系 ジリツシンケイケイ 

262 autonomy 自律性 ジリツセイ 

263 autopsy 剖検 ボウケン 

264 autoradiography 《ARG》 オートラジオグラフィー オートラジオグラフィー 

265 autoreceptor 
オートレセプター, 自己受
容体 

オートレセプター, ジコジュヨウタイ 

266 autoregulation (→automatism) 自動 (自己) 調節 ジドウ (ジコ) チョウセツ 

267 autosomal inheritance 常染色体遺伝 ジョウセンショクタイイデン 

268 autosome 常染色体 ジョウセンショクタイ 

269 autotransplantation 個体内 (自己) 移植 コタイナイ (ジコ) イショク 

270 avoidance 回避 カイヒ 

271 active avoidance 能動的回避 ノウドウテキカイヒ 

272 passive avoidance 受動的回避 ジュドウテキカイヒ 

273 axon reflex 軸索反射 ジクサクハンシャ 

274 axonal (axoplasmic) flow 軸索流 ジクサクリュウ 

275 axonal (axoplasmic) transport 軸索 [内] 輸送 ジクサク [ナイ] F361 ユソウ 

276 axonal conductance 軸索伝導 ジクサクデンドウ 

277 bacillus (pl. bacilli) 桿菌 カンキン 

278 back diffusion 逆拡散 ギャクカクサン 

279 back mutation 逆突然変異 ギャクトツゼンヘンイ 

280 
baclofen (=3-(p-chlorophenyl) 
GABA) 

バクロフェン バクロフェン 
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281 bacterial flora 細菌叢 サイキンソウ 

282 bacteriocidal 殺菌性 サッキンセイ 

283 bacteriostatic 静菌性 セイキンセイ 

284 barbital (=barbitone) バルビタール バルビタール 

285 barbiturate バルビタール酸塩 バルビタールサンエン 

286 baroreceptor (=pressoreceptor) 圧受容器 アツジュヨウキ 

287 barrier 関門 カンモン 

288 Barter's syndrome バーター症候群 バーターショウコウグン 

289 basal anesthesia 基礎麻酔 キソマスイ 

290 basal metabolic rate 《BMR》 基礎代謝速度 キソタイシャソクド 

291 basophil [leukocyte] 好塩基性 [白血] 球 コウエンキセイ [ハッケッ] キュウ 

292 bathmotropic action 変閾作用 ヘンイキサヨウ 

293 behavio[u]r 行動 コウドウ 

294 behavioral pharmacology 行動薬理学 コウドウヤクリガク 

295 behavioral sensitization 行動的増感現象 コウドウテキゾウカンゲンショウ 

296 behavioral teratology 行動奇形学 コウドウキケイガク 

297 behavioral tolerance 行動耐性 コウドウタイセイ 

298 behavioral toxicity 行動毒性 コウドウドクセイ 

299 Beh/cet syndrome ベーチェット症候群 ベーチェットショウコウグン 

300 belladonna alkaloid ベラドンナアルカロイド ベラドンナアルカロイド 

301 benzodiazepine ベンゾジアゼピン ベンゾジアゼピン 

302 beriberi 脚気 カッケ 

303 bicarbonate 重炭酸 ジュウタンサン 

304 bicuculline ビククリン ビククリン 

305 bilateral (→unilateral) 両側 [性] の リョウソク [セイ] ノ 

306 bile 胆汁 タンジュウ 

307 bile acid 胆汁酸 タンジュウサン 

308 bile duct 胆管 タンカン 

309 bile pigment 胆汁色素 タンジュウシキソ 

310 bile salt 胆汁酸塩 タンジュウサンエン 

311 biliary excretion 胆汁中排泄 タンジュウチュウハイセツ 

312 bilirubin ビリルビン ビリルビン 

313 binding 結合 ケツゴウ 

314 binding site 結合部位 ケツゴウブイ 

315 bioassay (=biological assay) 生物 [学的] 検定法 セイブツ [ガクテキ] ケンテイホウ 

316 bioavailability 
バイオアベイラビリティ, 
生物学的利用能 

バイオアベイラビリティ, セイブツガク
テキリヨウノウ 

317 bioelectricity 生体電気, 生物電気 セイタイデンキ, セイブツデンキ 

318 
bioequivalence (=biological 
equivalence) 

生物学的同等性 セイブツガクテキドウトウセイ 

319 biological activity 生物活性 セイブツカッセイ 

320 biological clock 生物時計 セイブツドケイ 

321 biological half life 《T1/2》 生物学的半減期 セイブツガクテキハンゲンキ 

322 biological rhythm 生体リズム, 生物リズム セイタイリズム, セイブツリズム 

323 biomembrane 生体膜 セイタイマク 

324 biopharmaceutic 生物薬剤学 セイブツヤクザイガク 

325 biopharmacy 生物薬学 セイブツヤクガク 

326 biopsy バイオプシー バイオプシー 

327 biosynthesis 生合成 セイゴウセイ 

328 biotin (=vitamin H) ビオチン ビオチン 

329 biphasic action 二相性作用 ニソウセイサヨウ 
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330 bladder 膀胱 ボウコウ 

331 bladder sphincter 膀胱括約筋 ボウコウカツヤクキン 

332 blast 芽細胞 ガサイボウ 

333 blast formation 幼若化 ヨウジャクカ 

334 bleeding 出血 シュッケツ 

335 block 遮断 シャダン 

336 blocker (=blocking agent) 遮断薬 シャダンヤク 

337 blood 血液 ケツエキ 

338 blood-brain barrier 血液脳関門 ケツエキノウカンモン 

339 blood-cerebrospinal fluid barrier 血液脳脊髄液関門 ケツエキノウセキズイエキカンモン 

340 blood clotting (→coagulation) 血液凝固 ケツエキギョウコ 

341 blood concentration (level) 血中濃度 ケッチュウノウド 

342 blood flow (stream) 血流 ケツリュウ 

343 blood glucose 血糖 ケットウ 

344 blood letting 放血 ホウケツ 

345 blood plasma 血漿 ケッショウ 

346 blood platelet 血小板 ケッショウバン 

347 blood pressure 血圧 ケツアツ 

348 blood recipient 受血者 ジュケツシャ 

349 blood suger 血糖 ケットウ 

350 blood transfusion 輸血 ユケツ 

351 blood urea nitrogen 血中尿素窒素 ケッチュウニョウソチッソ 

352 blood vessel 血管 ケッカン 

353 body fat 体脂肪 タイシボウ 

354 body fluid 体液 タイエキ 

355 body temperature 体温 タイオン 

356 bone marrow 骨髄 コツズイ 

357 booster ブースター, 追加免疫 ブースター, ツイカメンエキ 

358 botulinus toxin ボツリヌス菌毒素 ボツリヌスキンドクソ 

359 bovine serum albumin 《BSA》 ウシ血清アルブミン ウシケッセイアルブミン 

360 Bowman's capsule ボウマン嚢 ボウマンノウ 

361 brachial plexus block 上腕神経叢麻酔 ジョウワンシンケイソウマスイ 

362 bradycardia (→tachycardia) 徐脈 ジョミャク 

363 bradykinin ブラジキニン ブラジキニン 

364 bradypnea 徐呼吸 ジョコキュウ 

365 brain-cerebrospinal fluid barrier 脳脊髄液関門 ノウセキズイエキカンモン 

366 breathing reserve 換気予備量 カンキヨビリョウ 

367 bretylium ブレチリウム ブレチリウム 

368 bright pain 鋭い痛み スルドイイタミ 

369 broad-spectrum 広域 (範) 性 コウイキ (ハン) セイ 

370 bronchial asthma 気管支喘息 キカンシゼンソク 

371 bronchiole (bronchiolus) 細気管支, 気管支梢 サイキカンシ, F403 キカンシショウ 

372 bronchoconstriction 気管支収縮 (狭窄) キカンシシュウシュク (キョウサク) 

373 bronchodila[ta]tion 気管支拡張 キカンシカクチョウ 

374 bronchospasm 気管支痙攣 キカンシケイレン 

375 bronchus (pl. bronchi) 気管支 キカンシ 

376 buccal absorption 口腔吸収 コウクウキュウシュウ 

377 buccal mucosa 口腔粘膜 コウクウネンマク 

378 buffer [solution] 緩衝 [液] カンショウ [エキ] 

379 buffer capacity 緩衝能 カンショウノウ 

380 bulk flow 細胞間隙流 サイボウカンゲキリュウ 
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381 bulk laxative (purgative) 膨張性下剤 ボウチョウセイゲザイ 

382 bundle branch block 脚ブロック キャクブロック 

383 bungarotoxin ブンガロトキシン ブンガロトキシン 

384 caffeine カフェイン カフェイン 

385 calcification カルシウム沈着 カルシウムチンチャク 

386 calcitonin カルシトニン カルシトニン 

387 
calcitonin gene-related peptide 
《CGRP》 

カルシトニン遺伝子関連
ペプチド 

カルシトニンイデンシカンレンペプチ
ド 

388 calcium channel カルシウムチャネル カルシウムチャネル 

389 calmodulin カルモジュリン カルモジュリン 

390 calorigenic effect 熱発生効果 ネツハッセイコウカ 

391 calorimetry 熱量測定 [法] ネツリョウソクテイ [ホウ] 

392 cancer (=carcinoma) 癌 [腫] ガン [シュ] 

393 candida カンジダ カンジダ 

394 cannabinoid カンナビノイド, 大麻類 カンナビノイド, タイマルイ 

395 cannabis (→marihuana) 大麻 タイマ 

396 capacitive vessel 容量血管 ヨウリョウケッカン 

397 capillary 毛細血管 モウウサイケッカン 

398 capillary permeability 毛細血管透過性 モウサイケッカントウカセイ 

399 capsaicin カプサイシン カプサイシン 

400 captopril カプトプリル カプトプリル 

401 carbachol (=carbamylcholine) カルバコール カルバコール 

402 carbamazepine カルバマゼピン カルバマゼピン 

403 carbidopa カルビドパ カルビドパ 

404 carbohydrate 炭水化物 タンスイカブツ 

405 carbon dioxide 二酸化炭素, 炭酸ガス ニサンカタンソ, タンサンガス 

406 carbon monoxide 一酸化炭素 イッサンカタンソ 

407 carbonic anhydrase 炭酸脱水酵素 タンサンダッスイコウソ 

408 carboxymethylcellulose 《CMC》 
カルボキシメチルセルロー
ズ 

カルボキシメチルセルローズ 

409 carcinogen 
発癌物質, 癌原 [性] 物
質 

ハツガンブッシツ, ガン+F441 ゲン 
[セイ] ブッシツ 

410 carcinogenic hydrocarbon 発癌 (癌原) 性炭化水素 
ハツガン (ガンゲン) セイタンカスイ
ソ 

411 carcinoid カルチノイド カルチノイド 

412 carcinoma (=cancer) 癌 [腫] ガン [シュ] 

413 cardiac angina (=angina pectoris) 狭心症 キョウシンショウ 

414 cardiac arrest 心 [拍] 停止 シン [パク] テイシ 

415 cardiac arrhythmia 心 [臓] 不整脈 シン [ゾウ] フセイミャク 

416 cardiac catheterization 心臓カテーテル法 シンゾウカテーテルホウ 

417 cardiac contractility 心 [筋] 収縮性 シン [キン] シュウシュクセイ 

418 cardiac cycle 心 [臓] 周期 シン [ゾウ] シュウキ 

419 cardiac dyspnea 心臓性呼吸困難 シンゾウセイコキュウコンナン 

420 cardiac failure 心 [機能] 不全 シン [キノウ] フゼン 

421 cardiac glycoside 強心配糖体 キョウシンハイトウタイ 

422 cardiac infarction 心筋梗塞 シンキンコウソク 

423 cardiac minute volume 毎分 (分時) 心拍出量 
マイフン (フンジ) シンハクシュツリョ
ウ 

424 cardiac output 心拍出量 シンハクシュツリョウ 

425 cardiac oxygen requirement 心 [筋] 酸素需要 シン [キン] サンソジュヨウ 

426 cardiac rate (=heart rate) 心拍数 シンパクスウ 

427 cardiotonic 強心薬, 強心性 [の] キョウシンヤク, キョウシンセイ [ノ] 
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428 cardiovascular collapse 心血管虚脱 シンケッカンキョダツ 

429 cardiovascular system 心血管系 シンケッカンケイ 

430 carotid body reflex 頸動脈小体反射 ケイドウミャクショウタイハンシャ 

431 carotid sinus reflex 頸動脈洞反射 ケイドウミャクドウハンシャ 

432 carrier 担体 タンタイ 

433 castor oil ヒマシ油 ヒマシユ 

434 castration 去勢, 性腺摘除 キョセイ, セイセンテキジョ 

435 catabolism (→anabolism) 異化 [作用] イカ F467[サヨウ] 

436 catalepsy カタレプシー カタレプシー 

437 
catechol O- methyltransferase 
《COMT》 

カテコール O-メチル基転
移酵素 

カテコールオーメチルキテンイコウソ

438 catecholamine 
カテコールアミン (カテコラ
ミン) 

カテコールアミン (カテコラミン) 

439 cathartic (=purgative) 下剤 ゲザイ 

440 caudal block 仙骨麻酔 センコツマスイ 

441 caudate nucleus 尾状核 ビジョウカク 

442 ceiling effect 天井効果 テンジョウコウカ 

443 cell 細胞 サイボウ 

444 cell body 細胞体 サイボウタイ 

445 cell division 細胞分裂 サイボウブンレツ 

446 cell-mediated immunity 細胞 [性] 免疫 サイボウ [セイ] メンエキ 

447 cell membrane 細胞膜 サイボウマク 

448 central action 中枢作用 チュウスウサヨウ 

449 
cellular (tissue) immunity (→humoral 
immunity) 

細胞 (組織) [性] 免疫 サイボウ （ソシキ） [セイ] メンエキ 

450 central nervous system 《CNS》 中枢神経系 チュウスウシンケイケイ 

451 cephalosporin セファロスポリン セファロスポリン 

452 cerebrospinal fluid 《CSF》 脳脊髄液 ノウセキズイエキ 

453 cerulein セルレイン セルレイン 

454 channel チャネル チャネル 

455 chelating agent キレート薬 キレートヤク 

456 chemical mediator 
化学伝達物質, ケミカルメ
ディエーター 

カガクデンタツブッシツ, ケミカルメデ
ィエーター 

457 chemical structure 化学構造 カガクコウゾウ 

458 chemical thermogenesis 化学的熱産性 カガクテキネツサンセイ 

459 chemical transmission 化学 [的] 伝達 カガク [テキ] デンタツ 

460 chemical transmitter 化学伝達物質 カガクデンタツブッシツ 

461 chemoattractant 
化学遊走 (走化作用) 物
質 

カガクユウソウ (ソウカサヨウ) ブッ
シツ 

462 chemo[re]ceptor 化学受容器 (体) カガクジュヨウキ (タイ) 

463 chemo[re]ceptor trigger zone 《CTZ》 化学受容器引金帯 カガクジュヨウキヒキガネタイ 

464 chemotactic factor 走化因子 ソウカインシ 

465 chemotaxis 
走化作用, 走化性, 化学
向性 

ソウカサヨウ, ソウカセイ, カガクコウ
セイ 

466 chemotherapeutic 化学療法学 カガクリョウホウガク 

467 chemotherapeutic agent 化学療法薬 カガクリョウホウヤク 

468 chemotherapy 化学療法 カガクリョウホウ 

469 chief cell 主細胞 シュサイボウ 

470 chimera キメラ キメラ 

471 chloral hydrate 抱水クロラール ホウスイクロラール 

472 chloramphenicol クロラムフェニコール クロラムフェニコール 

473 chlordiazepoxide クロルジアゼポキシド クロルジアゼポキシド 

474 chloride shift 塩素イオン移動 エンソイオンイドウ 



11 

475 chloroform クロロホルム クロロホルム 

476 chloroquine クロロキン クロロキン 

477 chlorothiazide クロロチアジド クロロチアジド 

478 cholagogue (=choleretic) 
胆汁分泌促進物質, 利胆
薬 

タンジュウブンピ [ツ] F991 ソクシン
ブッシツ，リタンヤク 

479 cholecalciferol (=vitamin D3) コレカルシフェロール コレカルシフェロール 

480 cholecystokinin 《CCK》 コレシストキニン コレシストキニン 

481 cholesterol コレステロール コレステロール 

482 choline コリン コリン 

483 choline acetyltransferase 《CAT》 
コリンアセチルトランスフェ
ラーゼ 

コリンアセチルトランスフェラーゼ 

484 cholinergic nerve コリン作動性神経 コリンサドウセイシンケイ 

485 cholinergic receptor (=cholinoceptor) コリン [性] 受容体 コリン [セイ] ジュヨウタイ 

486 cholinergic synapse コリン作動性シナプス コリンサドウセイシナプス 

487 cholinesterase 《ChE》 コリンエステラーゼ コリンエステラーゼ 

488 cholinolytic agent 抗コリン作動薬 コウコリンサドウヤク 

489 cholinomimetic action コリン様作用 コリンヨウサヨウ 

490 chondrogenesis 軟骨形成 ナンコツケイセイ 

491 p-chlorophenylalanine 《PCPA》 p-クロロフェニルアラニン パラクロロフェニルアラニン 

492 chorea 舞踏病 ブトウビョウ 

493 chorionic gonadotropin 絨毛性性腺刺激ホルモン
ジュウモウセイセイセンシゲキホル
モン 

494 choroid plexuses 脈絡叢 ミャクラクソウ 

495 chromaffin cell クロム親和 [性] 細胞 クロムシンワ [セイ] サイボウ 

496 chromatin 染色質, クロマチン センショクシツ, クロマチン 

497 chromosomal aberration 染色体異常 センショクタイイジョウ 

498 chromosomal mutation 染色体 [突然] 変異 センショクタイ [トツゼン] ヘンイ 

499 chromosomal sex 染色体性別 センショクタイセイベツ 

500 chromosome 染色体 センショクタイ 

501 chromosome map 染色体地図 センショクタイチズ 

502 chronic 慢性 [の] マンセイ [ノ] 

503 chronic toxicity 慢性毒性 マンセイドクセイ 

504 chronopharmacology 時間薬理学 ジカンヤクリガク 

505 chronotropic action 変時作用 ヘンジサヨウ 

506 chymosin (=renin) キモシン キモシン 

507 ciliary movement 絨毛運動 ジュウモウウンドウ 

508 ciliary muscle 毛様体筋 モウヨウタイキン 

509 cinchona alkaloid キナアルカロイド キナアルカロイド 

510 circadian rhythm 概日周期, 日内周期 ガイジツシュウキ, ニチナイシュウキ

511 circalunar rhythm 概月周期 ガイゲツシュウキ 

512 circannual rhythm 概年周期 ガイネンシュウキ 

513 circular muscle 輪状筋 リンジョウキン 

514 circulation 循環 ジュンカン 

515 circulatory collapse 循環虚脱 ジュンカンキョダツ 

516 cirrhosis 硬変 コウヘン 

517 classical conditioning 古典的条件づけ コテンテキジョウケンヅケ 

518 clearance クリアランス クリアランス 

519 clearance rate クリアランス速度 クリアランスソクド 

520 climacterium 更年期 コウネンキ 

521 clinical pharmacology 臨床薬理学 リンショウヤクリガク 

522 clinical trial 臨床試験 (治験) リンショウシケン (チケン) 

523 clone クローン クローン 
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524 clonic convulsion 間代性痙攣 カンタイセイケイレン 

525 cloning クローニング クローニング 

526 clonus クローヌス クローヌス 

527 clot 血餅 ケッペイ 

528 clotting (→coagulation) 凝固 ギョウコ 

529 coagulation (→blood clotting) 血液凝固 ケツエキギョウコ 

530 coat tablet コーティング錠 コーティングジョウ 

531 cocaine コカイン コカイン 

532 coccus (pl. cocci) 球菌 キュウキン 

533 codeine コデイン コデイン 

534 coding コーディング コーディング 

535 coding region 翻訳領域 ホンヤクリョウイキ 

536 codon (=genetic code) コドン, 遺伝暗号 コドン, イデンアンゴウ 

537 coefficient 係数 ケイスウ 

538 coenzyme 補酵素 ホコウソ 

539 cognition 認知, 認識 ニンチ, ニンシキ 

540 
cognitive enhancer (→nootropic 
agent) 

向知性薬 コウチセイヤク 

541 colchicine コルヒチン コルヒチン 

542 colic 疝痛, 腹痛 センツウ, フクツウ 

543 collagen 膠原, コラーゲン コウゲン, コラーゲン 

544 collagen disease 膠原病 コウゲンビョウ 

545 collapse 虚脱 キョダツ 

546 collecting duct (tubule) 集合 [尿細] 管 シュウゴウ [ニョウサイ] カン 

547 colloid osmotic pressure 膠質 (コロイド) 浸透圧 コウシツ (コロイド) シントウアツ 

548 colon 結腸 ケッチョウ 

549 coma 昏睡 コンスイ 

550 combination therapy 併用療法 ヘイヨウリョウホウ 

551 compensation 代償 ダイショウ 

552 compensatory hypertrophy 代償性肥大 ダイショウセイヒダイ 

553 compensatory pause 代償性休止 ダイショウセイキュウシ 

554 competition 競合 キョウゴウ 

555 competitive antagonism 競合的拮抗 キョウゴウテキキッコウ 

556 competitive antagonist 競合的拮抗薬 キョウゴウテキキッコウヤク 

557 competitive blocking agent 競合的遮断薬 キョウゴウテキシャダンヤク 

558 competitive inhibition 競合的阻害 キョウゴウテキソガイ 

559 complement 補体 ホタイ 

560 complementarity (=complementation) 相補性 ソウホセイ 

561 complementary DNA (=cDNA) 相補 [的] DNA ソウホ [テキ] ディーエヌエー 

562 complete tetanus 完全強縮 カンゼンキョウシュク 

563 compliance 
コンプライアンス, 服薬遵
守 

コンプライアンス, フクヤクジュンシュ

564 concentration 濃度 ノウド 

565 concentration-response curve 濃度反応曲線 ノウドハンノウキョクセン 

566 conception 受胎 ジュタイ 

567 conditioned avoidance response 条件回避反応 ジョウケンカイヒハンノウ 

568 conditioned behavior 条件行動 ジョウケンコウドウ 

569 
conditioned emotional response 
《CER》 

条件情動反応 ジョウケンハンシャハンノウ 

570 conditioned reflex 条件反射 ジョウケンハンシャ 

571 conditioned reinforcer 条件性強化因子 ジョウケンセイキョウカインシ 

572 conditioned response 《CR》 条件反応 ジョウケンハンノウ 
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573 conditioned stimulus 《CS》 条件刺激 ジョウケンシゲキ 

574 conditioned suppression 条件抑制 ジョウケンヨクセイ 

575 conditioning 条件づけ ジョウケンヅケ 

576 conductance コンダクタンス コンダクタンス 

577 conduction 伝導 デンドウ 

578 conduction velocity 伝導速度 デンドウソクド 

579 conflict コンフリクト, 葛藤 コンフリクト, カットウ 

580 confusion 錯乱 サクラン 

581 congenic 類似遺伝子型 ルイジイデンシガタ 

582 congenital immunity 先天性免疫 センテンセイメンエキ 

583 congestion うっ血 ウッケツ 

584 congestive heart failure うっ血性心不全 ウッケツセイシンフゼン 

585 conjugation 抱合 ホウゴウ 

586 conjunctival reflex 結膜反射 ケツマクハンシャ 

587 connecting tubule 結合 (接合) 尿細管 ケツゴウ (セツゴウ) ニョウサイカン 

588 connective tissue 結合組織 ケツゴウソシキ 

589 consciousness 意識 イシキ 

590 consecutive reaction 逐次反応 チクジハンノウ 

591 constipation 便秘 ベンピ 

592 constitutive gene 構成遺伝子 コウセイイデンシ 

593 constriction 収縮 シュウシュク 

594 constrictor 収縮薬 シュウシュクヤク 

595 contact factor 接触因子 セッショクインシ 

596 continuous reinforcement 《CRF》 連続強化 レンゾクキョウカ 

597 contraceptive 避妊薬 ヒニンヤク 

598 contractile protein 収縮タンパク シュウシュクタンパク 

599 contractility 収縮性 シュウシュクセイ 

600 contraction 収縮 シュウシュク 

601 contracture 拘縮 コウシュク 

602 contraindication 禁忌 キンキ 

603 contralateral (→ipsilateral) [反] 対側 [性] の [ハン] タイソク [セイ] ノ 

604 control 対照, コントロール タイショウ, コントロール 

605 controlled clinical trial 管理臨床試験 カンリリンショウシケン 

606 converting enzyme 変換酵素 ヘンカンコウソ 

607 convulsant 痙攣薬 ケイレンヤク 

608 convulsion 痙攣 ケイレン 

609 coordination 協調 キョウチョウ 

610 copracrasia 大便失禁, 糞便失禁 ダイベンシッキン, フンベンシッキン 

611 copulation 交尾, 性交 コウビ, セイコウ 

612 corneal reflex 角膜反射 カクマクハンシャ 

613 cornification 角化 カクカ 

614 coronary artery 冠 [状] 動脈 カン [ジョウ] ドウミャク 

615 coronary blood flow 冠血流量 カンケツリュウリョウ 

616 coronary circulation 冠循環 カンジュンカン 

617 correlation 相関 ソウカン 

618 corticosterone コルチコステロン コルチコステロン 

619 corticotropin (→ACTH) コルチコトロピン コルチコトロピン 

620 
corticotropin releasing hormone 
《CRH》 

コルチコトロピン放出ホル
モン 

コルチコトロピンホウシュツホルモン 

621 cotransmitter 共存 [神経] 伝達物質 
キョウゾン [シンケイ] デンタツブッ
シツ 
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622 cotransport 共輸送 キョウユソウ 

623 cough center 咳中枢 セキチュウスウ 

624 counter current electrophoresis 向流電気泳動法 コウリュウデンキエイドウホウ 

625 counter transport (=antiport) 対向輸送 タイコウユソウ 

626 covalent binding 共有結合 キョウユウケツゴウ 

627 crisis 発作 ホッサ 

628 criteria 判定基準 ハンテイキジュン 

629 critical firing level 臨界発射レベル リンカイハッシャレベル 

630 critical temperature 臨界温度 リンカイオンド 

631 Crohn's disease クローン病 クローンビョウ 

632 cross adaptation 交差順応 コウサジュンノウ 

633 cross circulation 交差循環 コウサジュンカン 

634 cross dependence 交差依存性 コウサイゾンセイ 

635 cross matching (cross over) test 
交差均等割付試験, 交差
試験 

コウサキントウワリツケシケン, コウ
サシケン 

636 cross tolerance 交差耐性 コウサタイセイ 

637 crossing 交雑 コウザツ 

638 crossing over 交差 コウサ 

639 culture 培養 バイヨウ 

640 curare クラーレ クラーレ 

641 Cushing syndrome クッシング症候群 クッシングショウコウグン 

642 cyanide 青酸 セイサン 

643 cyanocobalamin (=vitamin B12) シアノコバラミン シアノコバラミン 

644 cyanosis チアノーゼ チアノーゼ 

645 cybernetics サイバネティクス サイバネティクス 

646 
cyclic adenosine monophosphate 
《cAMP》 

サイクリック AMP サイクリックエーエムピー 

647 
cyclic guanosine monophosphate 
《cGMP》 

サイクリック GMP サイクリックジーエムピー 

648 cyclooxygenase シクロオキシゲナーゼ シクロオキシゲナーゼ 

649 cytochrome C チトクロム C チトクロムシー 

650 cytochrome P-450 チトクロム P-450 チトクロムピー450 

651 cytokine サイトカイン サイトカイン 

652 cytomembrane 細胞膜 サイボウマク 

653 cytoplasma 細胞質 サイボウシツ 

654 cytoplasmic inheritance 細胞質遺伝 サイボウシツイデン 

655 cytoprotection 細胞保護作用 サイボウホゴサヨウ 

656 cytotoxicity 細胞毒性 サイボウドクセイ 

657 dactinomycin (=actinomycin D) ダクチノマイシン ダクチノマイシン 

658 dark adaptation 暗順応 アンジュンノウ 

659 deacetylation 脱アセチル化 ダツアセチルカ 

660 deamination 脱アミノ化 ダツアミノカ 

661 debuffered rat 調圧神経切断ラット チョウアツシンケイセツダンラット. 

662 decamethonium 《C10》 デカメトニウム デカメトニウム 

663 decarboxylase 脱炭酸酵素 ダツタンサンコウソ 

664 decarboxylation 脱炭酸 ダツタンサン 

665 decerebrate rigidity 除脳固縮 ジョノウコシュク 

666 decerebration 除脳 ジョノウ 

667 decremental conduction 減衰伝導 ゲンスイデンドウ 

668 deep pain 深部痛 シンブツウ 

669 deep sensation 深部感覚 シンブカンカク 

670 defecation 排便 ハイベン 
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671 defervescence 解 (下) 熱 ゲネツ 

672 defibrillation 除細動 ジョサイドウ 

673 deficiency 欠乏症 ケツボウショウ 

674 degeneration (→denaturation) 変性 ヘンセイ 

675 degenerative disease 変性 (萎縮) 性疾患 ヘンセイ (イシュク) セイシッカン 

676 degradation 退化, 分解 タイカ, ブンカイ 

677 degranulation 脱顆粒 ダツカリュウ 

678 dehydration 脱水 ダッスイ 

679 delayed compliance 遅延コンプライアンス チエンコンプライアンス 

680 delayed discrimination 遅延弁別 チエンベンベツ 

681 delayed matching-to-sample 遅延見本合わせ チエンミホンアワセ 

682 delayed response 遅延反応 チエンハンノウ 

683 delayed toxicity 遅延毒性 チエンドクセイ 

684 delayed type allergy 遅延型アレルギー チエンガタアレルギー 

685 deletion 欠落, 欠損 ケツラク, ケッソン 

686 delirium tremens 振戦せん妄, 酒客せん妄 シンセンセンモウ, シュカクセンモウ 

687 delusion 妄想 モウソウ 

688 dementia 痴呆 チホウ 

689 demulcent 粘滑薬 ネンカツヤク 

690 denaturation (→degeneration) 変性 ヘンセイ 

691 denervation (→innervation) 除神経 ジョシンケイ 

692 denervation hypersensitivity 除神経性過敏 ジョシンケイセイカビン 

693 dental pulp 歯髄 シズイ 

694 deoxyribonucleic acid 《DNA》 デオキシリボ核酸 デオキシリボカクサン 

695 dependence (→addiction) 依存 イゾン 

696 depletion 枯 (涸) 渇 コカツ 

697 depolarization 脱分極 ダツブンキョク 

698 depolarizing block 脱分極性遮断 ダツブンキョクセイシャダン 

699 depolarizing junction potential 脱分極性接合部電位 ダツブンキョクセイセツゴウブデンイ 

700 depolarizing phase 脱分極相 ダツブンキョクソウ 

701 depressant 抑制薬 ヨクセイヤク 

702 depression 抑圧, うつ病 ヨクアツ, ウツビョウ 

703 deprivation 剥奪, 欠乏 [状態] ハクダツ, ケツボウ [ジョウタイ] 

704 depth electroencephalogram 深部脳波 シンブノウハ 

705 dermatology 皮膚科学 ヒフカガク 

706 dermis 真皮 シンピ 

707 descending depression 下行性抑制 カコウセイヨクセイ 

708 desensitization 脱感作 ダツカンサ 

709 desheathed nerve 脱鞘神経 ダツショウシンケイ 

710 desmopressin 《dDAVP》 デスモプレッシン デスモプレッシン 

711 desynchronization 脱同期化 ダツドウキカ 

712 detoxication 解毒 ゲドク 

713 detrusor muscle 排尿筋 ハイニョウキン 

714 developmental toxicity 発達毒性 ハッタツドクセイ 

715 deviation 偏位 ヘンイ 

716 dextran デキストラン デキストラン 

717 diabetes mellitus 糖尿病 トウニョウビョウ 

718 diabetes insipidus 尿崩症 ニョウホウショウ 

719 diabetic ketosis 糖尿病性ケトン症 トウニョウビョウセイケトンショウ 

720 diacyl glycerol ジアシルグリセロール ジアシルグリセロール 

721 diagnosis 診断 シンダン 
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722 dialysis 透析 トウセキ 

723 dialysis equilibrium 透析平衡 トウセキヘイコウ 

724 diarrhea 下痢 ゲリ 

725 diastole (=diastolic drift) 拡張期 カクチョウキ 

726 diastolic filling 拡張期充満 カクチョウキジュウマン 

727 diastolic potential 拡張期電位 カクチョウキデンイ 

728 diastolic prepotential 拡張期前電位 カクチョウキゼンデンイ 

729 diastolic (blood) pressure 拡張期血圧 カクチョウキケツアツ 

730 diastolic volume 拡張期容積 カクチョウキヨウセキ 

731 diazepam ジアゼパム ジアゼパム 

732 dibenamine ジベナミン ジベナミン 

733 
dibutyryl cyclic AMP 《dibutyryl 
cAMP》 

ジブチリルサイクリック 
AMP 

ジブチリルサイクリックエーエムピー

734 dicoumarol ジクマロール ジクマロール 

735 differential reinforcement 分化強化 ブンカキョウカ 

736 differentiation 分化 ブンカ 

737 diffusion 拡散 カクサン 

738 diffusion coefficient 拡散係数 カクサンケイスウ 

739 diffusion-limited access 拡散律速 カクサンリッソク 

740 diffusion potential 拡散電位 カクサンデンイ 

741 digestion 消化 ショウカ 

742 digitalis (→foxglove) ジギタリス ジギタリス 

743 digitalis arrhythmia ジギタリス不整脈 ジギタリスフセイミャク 

744 digitalis glycoside ジギタリス配糖体 ジギタリスハイトウタイ 

745 digitalis intoxication (poisoning) ジギタリス中毒 ジギタリスチュウドク 

746 digitoxin ジギトキシン ジギトキシン 

747 digoxin ジゴキシン ジゴキシン 

748 
3,4-dihydroxyphenyl acetic acid 
《DOPAC》 

3,4-ジヒドロキシフェニル
酢酸 

3,4-ジヒドロキシフェニルサクサン 

749 dihydroxyphenylalanine 《DOPA》 
ジヒドロキシフェニルアラ
ニン 

ジヒドロキシフェニルアラニン 

750 
diisopropyl-fluorophosphonate 
《DFP》 

ジイソプロピルフルオロホ
スホネート 

ジイソプロピルフルオロホスホネート

751 dila[ta]tion 拡張, 散大, 拡大 カクチョウ, サンダイ, カクダイ 

752 diltiazem ジルチアゼム ジルチアゼム 

753 diphenhydramine ジフェンヒドラミン ジフェンヒドラミン 

754 dipyridamol ジピリダモール ジピリダモール 

755 direct action 直接作用 チョクセツサヨウ 

756 directional selectivity 方向選択性 ホウコウセンタクセイ 

757 discharge 発射 ハッシャ 

758 discrimination 弁別 ベンベツ 

759 disinfectant 消毒薬, 殺菌薬 ショウドクヤク, サッキンヤク 

760 disintegration 崩壊 ホウカイ 

761 disintegrator 崩壊薬 ホウカイヤク 

762 disorder 障害 ショウガイ 

763 dispersed system 分散系 ブンサンケイ 

764 dissimilation 異化 イカ 

765 dissociation 解離 カイリ 

766 dissociation constant 解離定数 カイリテイスウ 

767 dissociation curve 解離曲線 カイリキョクセン 

768 dissociation exponent 解離指数 カイリシスウ 

769 dissociative anesthetic 解離麻酔薬 カイリマスイヤク 
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770 dissolution 溶解 ヨウカイ 

771 distal tubule (→proximal tubule) 遠位尿細管 エンイニョウサイカン 

772 distensibility 伸展性 シンテンセイ 

773 distilled water 蒸留水 ジョウリュウスイ 

774 distribution 分布 ブンプ 

775 distribution coefficient 分配係数 ブンパイケイスウ 

776 distribution phase 分布相 ブンプソウ 

777 distribution volume 《Vd》 分布容積 ブンプヨウセキ 

778 disturbance 妨害, 不安 ボウガイ, フアン 

779 
disulfiram (=tetraethylthiuram 
disulfide) 

ジスルフィラム ジスルフィラム 

780 diuresis 利尿 リニョウ 

781 diuretic 利尿薬 リニョウヤク 

782 diuretic hormone 利尿ホルモン リニョウホルモン 

783 diurnal animal 昼行動物 チュウコウドウブツ 

784 diurnal cycle 概日周期 ガイジツシュウキ 

785 dizziness (=vertigo) めまい メマイ 

786 L-dopa (=levodopa) L-ドパ エルドパ 

787 
dopamine (=3- hydroxytyramine) 
《DA》 

ドパミン ドパミン 

788 dopamine β-hydroxylase 《DBH》 ドパミン β-水酸化酵素 ドパミンベータスイサンカコウソ 

789 dopaminergic neuron (nerve) ドパミン作動 (用) 性神経 ドパミンサドウ (ヨウ) セイシンケイ 

790 dosage interval 投与間隔 トウヨカンカク 

791 dosage regimen (dosing schedule) 投与計画 トウヨケイカク 

792 dose 用量, 投与量, 服用量 
ヨウリョウ, トウヨリョウ, フクヨウリョ
ウ 

793 dose-dependent effect 用量依存効果 ヨウリョウイゾンコウカ 

794 dose ratio 用量比 ヨウリョウヒ 

795 dose-response curve 用量反応曲線 ヨウリョウハンノウキョクセン 

796 dose-response relationship 用量反応相関 ヨウリョウハンノウソウカン 

797 double blind study 二重盲検試験 ニジュウモウケンシケン 

798 double innervation 二重神経支配 ニジュウシンケイシハイ 

799 down regulation ダウンレギュレーション ダウンレギュレーション 

800 dromotropic action 変伝導作用 ヘンデンドウサヨウ 

801 droperidol ドロペリドール ドロペリドール 

802 dropsy (=edema) 浮腫 フシュ 

803 drowsiness 傾眠,眠気 ケイミン,ネムケ 

804 drug (=agent) 薬物 ヤクブツ 

805 drug abuse 薬物乱用 ヤクブツランヨウ 

806 drug compliance 
コンプライアンス, 服薬遵
守 

コンプライアンス, フクヤクジュンシュ

807 drug delivery system 
薬物配送 (送達) システ
ム 

ヤクブツハイソウ (ソウタツ) システ
ム 

808 drug dependence 薬物依存 ヤクブツイゾン 

809 drug discrimination 薬物弁別 ヤクブツベンベツ 

810 drug interaction 薬物相互作用 ヤクブツソウゴサヨウ 

811 drug metabolism 薬物代謝 ヤクブツタイシャ 

812 drug metabolizing system 薬物代謝系 ヤクブツタイシャケイ 

813 drug receptor 薬物受容体 ヤクブツジュヨウタイ 

814 
drug-receptor complex 《DR 
complex》 

薬物受容体複合体 ヤクブツジュヨウタイフクゴウタイ 

815 drug safety 薬物安全性 ヤクブツアンゼンセイ 

816 drug-seeking [behavior] 薬物探索 [行動] ヤクブツタンサク [コウドウ] 
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817 dry mouth 口渇 コウカツ 

818 dynamic equilibrium 動的平衡 ドウテキヘイコウ 

819 dynorphin ダイノルフィン ダイノルフィン 

820 dysacousia 聴覚不全 チョウカクフゼン 

821 dysalg[es]ia 痛覚不全 ツウカクフゼン 

822 dysesthesia 感覚不全 カンカクフゼン 

823 dyskinesia ジスキネジア ジスキネジア 

824 dyspepsia 消化不良 ショウカフリョウ 

825 dysphonia 発声障害 ハッセイショウガイ 

826 dysphoria 不快 [気分], 嫌悪 フカイ [キブン], ケンオ 

827 dyspnea 呼吸困難 コキュウコンナン 

828 dystrophia (=dystrophy) 栄養不良 エイヨウフリョウ 

829 echocardiography 心エコー図法 シンエコーズホウ 

830 eclampsia 子癇 シカン 

831 ectopic automacity 異所性自動 イショセイジドウ 

832 ectopic beat 異所性拍動 イショセイハクドウ 

833 ED50 (median (50%) effective dose) 50% (中央値) 有効量 50% (チュウオウチ) ユウコウリョウ 

834 edema (=dropsy) 浮腫 フシュ 

835 effect 効果 コウカ 

836 effectiveness (=efficacy) 有効性 ユウコウセイ 

837 effector [cell] 効果器 [細胞] コウカキ [サイボウ] 

838 efferent (→afferent) 遠心性 エンシンセイ 

839 efferent arteriole 輸出細動脈 ユシュツサイドウミャク 

840 efficacy 効力, 有効性 コウリョク, ユウコウセイ 

841 efflux (→influx) 流出, 外向き流束 リュウシュツ, ソトムキリュウソク 

842 eicosanoid エイコサノイド エイコサノイド 

843 eicosapentaenoic acid 《EPA》 エイコサペンタエン酸 エイコサペンタエンサン 

844 electrocardiogram 《ECG》 心電図 シンデンズ 

845 electroconvulsive therapy 電撃療法 デンゲキリョウホウ 

846 electroencephalogram 《EEG》 脳波 ノウハ 

847 electrolyte 電解質 デンカイシツ 

848 electromyogram 筋電図 キンデンズ 

849 electron transfer (transport) system 電子伝達系 デンシデンタツケイ 

850 electrophoresis 電気泳動 デンキエイドウ 

851 elimination 排出 ハイシュツ 

852 elimination half-life 排出 (消失) 半減期 ハイシュツ (ショウシツ) ハンゲンキ

853 elimination phase 排出相 ハイシュツソウ 

854 elimination rate 排出速度 ハイシュツソクド 

855 embryo 胚 ハイ 

856 emergency hormone 緊急ホルモン キンキュウホルモン 

857 emesis (=vomiting) 嘔吐 オウト 

858 emetine エメチン エメチン 

859 emotion (=affection) 情動 ジョウドウ 

860 emotional behavior 情動行動 ジョウドウコウドウ 

861 emotional disturbance 情緒障害 ジョウチョショウガイ 

862 emulsification 乳化 ニュウカ 

863 emulsion エマルジョン, 乳剤 エマルジョン, ニュウザイ 

864 enantiomer 鏡像体, エナンチオマー キョウゾウタイ, エナンチオマー 

865 encoding コード化 コードカ 

866 endocrine 内分泌 ナイブンピ [ツ] 

867 endogenous 内因性 [の] ナイインセイ [ノ] 
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868 endogenous opioid 内因性オピオイド ナイインセイオピオイド 

869 endogenous pyrogen 内因性発熱物質 ナイインセイハツネツブッシツ 

870 endometrium 子宮内膜 シキュウナイマク 

871 endorphin エンドルフィン エンドルフィン 

872 endoscopy 内視鏡 ナイシキョウ 

873 endothelin エンドセリン エンドセリン 

874 
endothelium-derived relaxing factor 
《EDRF》 

内皮由来弛緩因子 ナイヒユライシカンインシ 

875 endotoxin エンドトキシン エンドトキシン 

876 endplate 終板 シュウバン 

877 endplate potential 《e.p.p.》 終板電位 シュウバンデンイ 

878 enflurane エンフルラン エンフルラン 

879 enkephalin エンケファリン エンケファリン 

880 enteric coating 腸溶コーティング チョウヨウコーティング 

881 enteric plexus (=Auerbach's plexus) 腸管神経叢 チョウカンシンケイソウ 

882 enterochromaffin cell 腸クロマフィン細胞 チョウクロマフィンサイボウ 

883 enterochromaffin granule 
腸 [管] クロム親和性顆
粒 

チョウ [カン] クロムシンワセイカリュ
ウ 

884 enterohepatic circulation 腸肝循環 チョウカンジュンカン 

885 enzyme 酵素 コウソ 

886 enzyme induction 酵素誘導 コウソユウドウ 

887 eosinophil [leukocytes] 好酸球 コウサンキュウ 

888 ephedrine エフェドリン エフェドリン 

889 epidemiological factor 疫学的因子 エキガクテキインシ 

890 epidermal growth factor 《EGF》 上皮成長因子 ジョウヒセイチョウインシ 

891 epidural anesthesia 硬膜外麻酔 コウマクガイマスイ 

892 epigastralgia (=epigastric pain) 心窩部痛, 上腹部痛 シンカブツウ, ジョウフクブツウ 

893 epigastric discomfort 心窩部不快感 シンカブフカイカン 

894 epilepsy てんかん テンカン 

895 epinephrine (=adrenaline) エピネフリン エピネフリン 

896 episode 発症 ハッショウ 

897 epithelial barrier 上皮性関門 ジョウヒセイカンモン 

898 epithelial cell 上皮細胞 ジョウヒサイボウ 

899 epithelium (pl. epithelia) 上皮 ジョウヒ 

900 equilibrium 平衡 ヘイコウ 

901 ergocalciferol (=vitamin D2) エルゴカルシフェロール エルゴカルシフェロール 

902 ergometer エルゴメータ エルゴメータ 

903 ergot 麦角 バッカク 

904 ergotamine エルゴタミン エルゴタミン 

905 ergotoxine エルゴトキシン エルゴトキシン 

906 erythrocyte (=red blood cell) 赤血球 セッケッキュウ 

907 erythrocyte sedimentation rate 赤血球沈降速度 セッケッキュウチンコウソクド 

908 erythrocytosis 赤血球増多 [症] セッケッキュウゾウタ [ショウ] 

909 erythropoiesis 赤血球新生 セッケッキュウシンセイ 

910 erythropoietin エリスロポエチン エリスロポエチン 

911 escape 逃避 トウヒ 

912 escape phenomenon 逸脱現象 イツダツゲンショウ 

913 escape response 逃避反応 トウヒハンノウ 

914 eserine (=physostigmine) エゼリン エゼリン 

915 esophagus 食道 ショクドウ 

916 essential hypertension 本態性高血圧 ホンタイセイコウケツアツ 
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917 estradiol エストラジオール エストラジオール 

918 estrogen エストロゲン エストロゲン 

919 ethanol (=ethylalcohol) エタノール エタノール 

920 ether (=ethylether) エーテル エーテル 

921 ethacrynic acid エタクリン酸 エタクリンサン 

922 ethology 動物行動学 ドウブツコウドウガク 

923 eukaryote (→procaryote) 真核生物 シンカクセイブツ 

924 euphoria 多幸感, 陶酔 タコウカン, トウスイ 

925 evaluation 評価 ヒョウカ 

926 evaporation 蒸発 ジョウハツ 

927 evoked potential 誘発電位 ユウハツデンイ 

928 exchange diffusion 交換拡散 コウカンカクサン 

929 excitability 興奮性 コウフンセイ 

930 excitation 興奮 コウフン 

931 excitation-contraction coupling 興奮収縮連関 コウフンシュウシュクレンカン 

932 excitatory amino acid 興奮性アミノ酸 コウフンセイアミノサン 

933 
excitatory postsynaptic potential 
《EPSP》 

興奮性シナプス後電位 コウフンセイシナプスコウデンイ 

934 excitatory [neuro] transmitter 興奮性 [神経] 伝達物質
コウフンセイ [シンケイ] デンタツブ
ッシツ 

935 excitatory response 興奮性反応 コウフンセイハンノウ 

936 excreta 排泄物 ハイセツブツ 

937 excretion 排泄 ハイセツ 

938 exhaustion 疲労困憊, 消耗 ヒロウコンパイ, ショウモウ 

939 exocytosis 開口分泌 カイコウブンピ [ツ] 

940 exogenous 外因性 [の] ガイインセイ [ノ] 

941 expectorant 去痰薬 キョタンヤク 

942 exploratory behavior 探索行動 タンサクコウドウ 

943 expression 発現 ハツゲン 

944 extension reflex 伸展反射 シンテンハンシャ 

945 extensive metabolizer 迅速代謝型 ジンソクタイシャガタ 

946 extensor reflex 伸筋反射 シンキンハンシャ 

947 extinction 消去 ショウキョ 

948 extracellular fluid 細胞外液 サイボウガイエキ 

949 extracellular space 細胞外間隙 サイボウガイカンゲキ 

950 extract 抽出物 チュウシュツブツ 

951 extraporation 外挿 ガイソウ 

952 extrapyramidal system 錐体外路系 スイタイガイロケイ 

953 extrasystole (=premature beat) 期外収縮 キガイシュウシュク 

954 extrinsic factor 外因子 ガイインシ 

955 exudation 滲出 シンシュツ 

956 ex vivo エキソビボ エキソビボ 

957 eye-lid reflex 眼瞼反射 ガンケンハンシャ 

958 facilitated diffusion 促進拡散 ソクシンカクサン 

959 facilitated transport 促進輸送 ソクシンユソウ 

960 facilitation 促進, 促通 ソクシン, ソクツウ 

961 fainting 失神 シッシン 

962 false transmitter 偽伝達物質 ギデンタツブッシツ 

963 fatty acid 脂肪酸 シボウサン 

964 fatty acid cyclooxygenase 
脂肪酸シクロオキシゲナ
ーゼ 

シボウサンシクロオキシゲナーゼ 

965 feces 大便, 糞便 ダイベン, フンベン 
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966 feedback regulation (control) フィードバック調節 (制御) フィードバックチョウセツ (セイギョ) 

967 feedforward regulation (control) 
フィードフォワード調節 
(制御) 

フィードフォワードチョウセツ (セイギ
ョ) 

968 feeding behavior 摂食行動 セッショクコウドウ 

969 Fehling's solution フェーリング溶液 フェーリングヨウエキ 

970 fermentation 発酵 ハッコウ 

971 ferrous sulfate 硫酸第一鉄 リュウサンダイイチテツ 

972 fetal toxicity 胎児毒性 タイジドクセイ 

973 fetus 胎児 タイジ 

974 fever (=pyrexia) 発熱 ハツネツ 

975 fibre(er) 線維 センイ 

976 fibrillation 細動 サイドウ 

977 fibrin フィブリン フィブリン 

978 fibrinogen フィブリノゲン, 線維素 フィブリノゲン, センイソ 

979 fibrinolytic system 線維素溶解系, 線溶系 センイソヨウカイケイ, センヨウケイ 

980 fibroblast growth factor 《FGF》 線維芽細胞成長因子 センイガサイボウセイチョウインシ 

981 filament 細糸, 微細線維 サイシ, ビサイセンイ 

982 filtrate ろ液 ロエキ 

983 filtration ろ過 ロカ 

984 filtration coefficient 《Kf》 ろ過係数 ロカケイスウ 

985 first choice 一次選択 イチジセンタク 

986 first-dose phenomenon 初回投与現象 ショカイトウヨゲンショウ 

987 first pass effect 初回通過効果 ショカイツウカコウカ 

988 first pass metabolism 初回通過代謝 ショカイツウカタイシャ 

989 first pass rate 初回通過速度 ショカイツウカソクド 

990 
fixed-interval schedule 《FI 
schedule》 

定時強化スケジュール テイジキョウカスケジュール 

991 fixed-ratio schedule 《FR schedule》 定率強化スケジュール テイリツキョウカスケジュール 

992 flagellous movement 鞭毛運動 ベンモウウンドウ 

993 flare フレア, 発赤 フレア, ホッセキ 

994 flavin adenine dinucleotide 《FAD》 
フラビンアデニンジヌクレ
オチド 

フラビンアデニンジヌクレオチド 

995 fluorescent histochemical 蛍光組織化学物質 ケイコウソシキカガクブッシツ 

996 5-fluorouracil 《5-FU》 5-フルオロウラシル 5-フルオロウラシル 

997 flush[ing] 紅潮 コウチョウ 

998 flutter 粗動 ソドウ 

999 focal epilepsy 焦点てんかん ショウテンテンカン 

1000 folic acid (=vitamin Bc) 葉酸 ヨウサン 

1001 follicle-stimulating hormone 《FSH》 卵胞刺激ホルモン ランポウシゲキホルモン 

1002 food additive 食品添加物 ショクヒンテンカブツ 

1003 forced posture 強制姿勢 キョウセイシセイ 

1004 fore-loading 前負荷 ゼンフカ 

1005 foreign substance (=xenobiotics) 生体異物 セイタイイブツ 

1006 forskolin フォルスコリン フォルスコリン 

1007 foxglove (→digitalis) キツネノテブクロ キツネノテブクロ 

1008 free radical フリーラジカル フリーラジカル 

1009 free running rhythm 自走 (自由開放) リズム ジソウ (ジユウカイホウ) リズム 

1010 freezing 凍結, すくみ トウケツ, スクミ 

1011 frequency 頻度 ヒンド 

1012 
Freund complete (incomplete) 
adjuvant 

フロイント完全 (不完全) 
アジュバント 

フロイントカンゼン (フカンゼン) アジ
ュバント 

1013 frontal lobe 前頭葉 ゼントウヨウ 
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1014 full agonist 完全アゴニスト (作動薬) 
カンゼンアゴニスト F1261(サドウヤ
ク) 

1015 functional tolerance 機能耐性 キノウタイセイ 

1016 fungicide 殺真菌薬 サツシンキンヤク 

1017 fungus (pl. fungi) 真菌 シンキン 

1018 GABA (=γ-aminobutyric acid) ギャバ ギャバ 

1019 gabaculine ギャバクリン ギャバクリン 

1020 galactagogue 乳汁分泌促進物質 
ニュウジュウブンピ [ツ] ソクシンブ
ッシツ 

1021 galactosemia ガラクトース血症 ガラクトースケッショウ 

1022 gallbladder 胆嚢 タンノウ 

1023 gallstone 胆石 タンセキ 

1024 ganglion (=ganglia) 神経節 シンケイセツ 

1025 ganglion blocker (blocking agent) 自律神経節遮断薬 ジリツシンケイセツシャダンヤク 

1026 ganglionic transmission 神経節伝達 シンケイセツデンタツ 

1027 gargle 含嗽薬 ガンソウヤク 

1028 gaseous (volatile) anesthetic ガス (揮発性) 麻酔薬 ガス (キハツセイ) マスイヤク 

1029 gastric acid 胃酸 イサン 

1030 gastric fistula 胃瘻 イロウ 

1031 gastric intrinsic factor 胃内因子 イナイインシ 

1032 gastric juice 胃液 イエキ 

1033 gastric mucosa 胃粘膜 イネンマク 

1034 gastric secretion 胃液分泌 イエキブンピ [ツ] 

1035 gastric ulcer 胃潰瘍 イカイヨウ 

1036 gastrointestinal hormone 消化管ホルモン ショウカカンホルモン 

1037 gastrointestinal tract 胃腸管, 消化管 イチョウカン, ショウカカン 

1038 gastrointestinal motility 胃腸運動 イチョウウンドウ 

1039 gastroscopy 胃内視鏡 イナイシキョウ 

1040 gavage 胃管 (チューブ) 栄養法 イカン (チューブ) エイヨウホウ 

1041 gel ゲル ゲル 

1042 gene 遺伝子 イデンシ 

1043 gene analysis 遺伝子分析 イデンシブンセキ 

1044 gene cluster 遺伝子群 イデンシグン 

1045 gene dosage 遺伝子量 イデンシリョウ 

1046 gene expression 遺伝子発現 イデンシハツゲン 

1047 gene interaction 遺伝子相互作用 イデンシソウゴサヨウ 

1048 gene library 遺伝子ライブラリー イデンシライブラリー 

1049 gene locus 遺伝子座 イデンシザ 

1050 gene mutation (→mutation) 遺伝子 [突然] 変異 イデンシ [トツゼン] ヘンイ 

1051 gene symbol 遺伝子記号 イデンシキゴウ 

1052 gene therapy 遺伝子療法 イデンシリョウホウ 

1053 general anesthesia 全身麻酔 ゼンシンマスイ 

1054 general behavior 一般行動 イッパンコウドウ 

1055 general circulation 全身循環 ゼンシンジュンカン 

1056 general protoplasmic poison 一般原形質毒 イッパンゲンケイシツドク 

1057 generalization 汎化, 一般化 ハンカ, イッパンカ 

1058 genetic code (=codon) 遺伝暗号 イデンアンゴウ 

1059 genetic control 遺伝制御 イデンセイギョ 

1060 genetic disease 遺伝病 イデンビョウ 

1061 genetic engineering 遺伝子工学 イデンシコウガク 

1062 genetic information 遺伝情報 イデンジョウホウ 
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1063 genetic load 遺伝荷重 イデンカジュウ 

1064 genetic map 遺伝地図 イデンチズ 

1065 genetic marker 遺伝的標識形質 イデンテキヒョウシキケイシツ 

1066 genetic polymorphism 遺伝的多形 (型) 性 イデンテキタケイセイ 

1067 genin ゲニン ゲニン 

1068 genome ゲノム ゲノム 

1069 genotype 遺伝子型 イデンシガタ 

1070 geriatric medicine 老年医学 ロウネンイガク 

1071 germ cell 生殖細胞 セイショクサイボウ 

1072 gestation 妊娠 ニンシン 

1073 gestational toxicosis (=gestosis) 妊娠中毒症 ニンシンチュウドクショウ 

1074 giddiness (=dizziness) めまい メマイ 

1075 gland 腺 セン 

1076 glaucoma 緑内障 リョクナイショウ 

1077 glial cell 神経膠細胞, グリア細胞 
シンケイコウサイボウ, グリアサイボ
ウ 

1078 glioma 神経膠腫 シンケイコウシュ 

1079 glomerular filtration rate 《GFR》 糸球体ろ過速度 シキュウタイロカソクド 

1080 glomerulotubular balance 糸球体尿細管平衡 シキュウタイニョウサイカンヘイコウ 

1081 glomerulus 糸球体 シキュウタイ 

1082 glomus cell 頸動脈小体細胞 ケイドウミャクショウタイサイボウ 

1083 glucagon グルカゴン グルカゴン 

1084 glucocorticoid 
グルコ (糖質) コルチコイ
ド 

グルコ (トウシツ) コルチコイド 

1085 gluconeogenesis (=glyconeogenesis) 糖新生 トウシンセイ 

1086 glucose tolerance 糖耐性,耐糖性 トウタイセイ,タイトウセイ 

1087 glucose tolerance test 糖負荷試験 トウフカシケン 

1088 glucosuria (=glycosuria) 糖尿 トウニョウ 

1089 glucuronidation グルクロン酸抱合 グルクロンサンホウゴウ 

1090 glucuronide グルクロニド グルクロニド 

1091 glutamic acid グルタミン酸 グルタミンサン 

1092 glutamic acid decarboxylase 《GAD》 グルタミン酸脱炭酸酵素 グルタミンサンダツタンサンコウソ 

1093 
glutamic-oxaloacetic transaminase 
《GOT》 

グルタミン酸オキサロ酢酸
トランスアミナーゼ 

グルタミンサンオキサロサクサントラ
ンスアミナーゼ 

1094 
glutamic-pyruvic transaminase 
《GPT》 

グルタミン酸ピルビン酸ト
ランスアミナーゼ 

グルタミンサンピルビンサントランス
アミナーゼ 

1095 
glutathione conjugation 
(→mercapturic acid conjugation) 

グルタチオン抱合 グルタチオンホウゴウ 

1096 glyceryl trinitrate (=nitroglycerin) ニトログリセリン ニトログリセリン 

1097 glycogen グリコーゲン グリコーゲン 

1098 glycogenesis グリコーゲン合成 グリコーゲンゴウセイ 

1099 glycogenolysis グリコーゲン分解 グリコーゲンブンカイ 

1100 glyconeogenesis (=gluconeogenesis) 糖新生 トウシンセイ 

1101 gonadotropin ゴナドトロピン ゴナドトロピン 

1102 gout 痛風 ツウフウ 

1103 graded response 段階的反応 ダンカイテキハンノウ 

1104 grand mal epilepsy 大発作てんかん ダイホッサテンカン 

1105 granule 顆粒 カリュウ 

1106 granulocyte colony stimulating factor 顆粒球コロニー刺激因子 カリュウキュウコロニーシゲキインシ

1107 granulocytopenia 顆粒球減少症 カリュウキュウゲンショウショウ 

1108 granuloma 肉芽腫 ニクゲシュ 

1109 granuloma pouch 肉芽嚢 ニクゲノウ 
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1110 growth (=growing) 成長 セイチョウ 

1111 growth hormone 《GH》 成長ホルモン セイチョウホルモン 

1112 guanosine monophosphate 《GMP》 グアノシン一リン酸 グアノシンイチリンサン 

1113 guanosine triphosphate 《GTP》 グアノシン三リン酸 グアノシンサンリンサン 

1114 guanyl (guanylate) cyclase グアニル酸シクラーゼ グアニルサンシクラーゼ 

1115 guinea pig モルモット モルモット 

1116 gustatory sensation 味覚 ミカク 

1117 gut 消化管 ショウカカン 

1118 gut flora 腸管内菌叢 チョウカンナイキンソウ 

1119 gut hormone 消化管ホルモン ショウカカンホルモン 

1120 gut lumen 腸管内腔 チョウカンナイクウ 

1121 habituation 習慣, 慣れ シュウカン, ナレ 

1122 Hageman factor ハーゲマン因子 ハーゲマンインシ 

1123 half-life 半減期 ハンゲンキ 

1124 half-time 半減時間 ハンゲンジカン 

1125 hallucination 幻覚 ゲンカク 

1126 hallucinogen 幻覚発現物質 ゲンカクハツゲンブッシツ 

1127 haloperidol ハロペリドール ハロペリドール 

1128 halothane ハロタン ハロタン 

1129 handedness 利き手 キキテ 

1130 hangover 二日酔い フツカヨイ 

1131 hay fever 枯草熱 コソウネツ 

1132 headache 頭痛 ズツウ 

1133 Head's zone ヘッド帯 ヘッドタイ 

1134 heart block 心 [臓] ブロック シン [ゾウ] ブロック 

1135 heart failure 心不全 シンフゼン 

1136 heart rate 心拍数 シンパクスウ 

1137 heart volume 心 [臓] 容積 シン [ゾウ] ヨウセキ 

1138 heart-lung preparation 心肺標本 シンパイヒョウホン 

1139 heat balance 熱平衡 ネツヘイコウ 

1140 heat center 温熱中枢 オンネツチュウスウ 

1141 heat collapse 熱虚脱 ネツキョダツ 

1142 heat cramp 熱痙攣 ネツケイレン 

1143 heat dissipation 熱放散 ネツホウサン 

1144 heat gain 熱利得 ネツリトク 

1145 heat load 熱負荷 ネツフカ 

1146 heat loss 熱損失 ネツソンシツ 

1147 heat retention (accumulation) うつ熱 ウツネツ 

1148 heat transfer coefficient 熱伝達係数 ネツデンタツケイスウ 

1149 hedonic scale 快不快尺度 カイフカイシャクド 

1150 helix ヘリックス, らせん ヘリックス, ラセン 

1151 helper T cell ヘルパーT 細胞 ヘルパーティーサイボウ 

1152 hemagglutination 血球凝集 ケッキュウギョウシュウ 

1153 hematocrasis 血球破壊 ケッキュウハカイ 

1154 hematocrit ヘマトクリット ヘマトクリット 

1155 hematologic effect 血液学的作用 ケツエキガクテキサヨウ 

1156 hemenzyme ヘム酵素 ヘムコウソ 

1157 hemicholinium-3 《HC-3》 ヘミコリニウム-3 ヘミコリニウム-3 

1158 hemodynamic effect 血行力学作用 ケッコウリキガクサヨウ 

1159 hemodynamics 血行力学 ケッコウリキガク 

1160 hemoglobin ヘモグロビン ヘモグロビン 
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1161 hemolysis 溶血 ヨウケツ 

1162 hemolytic agent 溶血薬 ヨウケツヤク 

1163 hemolytic anemia 溶血性貧血 ヨウケツセイヒンケツ 

1164 hemophilia 血友病 ケツユウビョウ 

1165 hemorrhage 出血 シュッケツ 

1166 hemorrhagic disease 出血性疾患 シュッケツセイシッカン 

1167 hemorrhagic diathesis 出血性素因 シュッケツセイソイン 

1168 hemostasis 止血 シケツ 

1169 hemostatic 止血薬 シケツヤク 

1170 hemp plant (=cannabis sativa) 大麻植物 タイマショクブツ 

1171 Henle's loop (=loop of Henle) ヘンレ係蹄 (ループ) ヘンレケイテイ (ループ) 

1172 hepatic clearance 肝クリアランス カンクリアランス 

1173 hepatic portal system 肝門脈系 カンモンミャクケイ 

1174 hepatitis 肝炎 カンエン 

1175 hepatoma 肝細胞腫 カンサイボウシュ 

1176 hepatotoxicity 肝毒性 カンドクセイ 

1177 herbivorous animal (=herbivore) 草食動物 ソウショクドウブツ 

1178 hereditary disease 遺伝病 イデンビョウ 

1179 heredity (=inheritant) 遺伝 イデン 

1180 heroine ヘロイン ヘロイン 

1181 heterochromatin 異質染色質 イシツセンショクシツ 

1182 heterograft 異種移植 イシュイショク 

1183 heteroploid 異数体 イスウタイ 

1184 heterotopic beat 異所性拍動 イショセイハクドウ 

1185 heterotopic contraction 異所性収縮 イショセイシュウシュク 

1186 heterozygote ヘテロ接合体 ヘテロセツゴウタイ 

1187 hexamethonium 《C6》 ヘキサメトニウム ヘキサメトニウム 

1188 hibernation 冬眠 トウミン 

1189 high affinity 高親和性 [の] コウシンワセイ [ノ] 

1190 high energy bond 高エネルギー結合 コウエネルギーケツゴウ 

1191 
high performance liquid 
chromatograph 《HPLC》 

高速液体クロマトグラフィ
ー 

コウソクエキタイクロマトグラフィー 

1192 Hill's coefficient ヒル係数 ヒルケイスウ 

1193 Hill's equation ヒルの式 ヒルノシキ 

1194 histamine ヒスタミン ヒスタミン 

1195 histamine liberator (releaser) ヒスタミン遊離物質 ヒスタミンユウリブッシツ 

1196 histochemistry 組織化学 ソシキカガク 

1197 Hodgkin's disease ホジキン病 ホジキンビョウ 

1198 homatropine ホマトロピン ホマトロピン 

1199 homeostasis ホメオスタシス, 恒常性 ホメオスタシス, コウジョウセイ 

1200 homeothermal animal (=homoiotherm) 恒温動物 コウオンドウブツ 

1201 homologous chromosome 相同染色体 ソウドウセンショクタイ 

1202 homovanillic acid 《HVA》 ホモバニリン酸 ホモバニリンサン 

1203 homozygote ホモ接合体 ホモセツゴウタイ 

1204 hormone ホルモン ホルモン 

1205 hormone releasing factor ホルモン遊離因子 ホルモンユウリインシ 

1206 horripilation 鳥肌 トリハダ 

1207 horseradish peroxidase 
西洋わさびペルオキシダ
ーゼ 

セイヨウワサビペルオキシダーゼ 

1208 human engineering 人間工学 ニンゲンコウガク 

1209 
humoral immunity (→cellular 
immunity) 

体液性免疫 タイエキセイメンエキ 
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1210 humoral regulation 体液性調節 タイエキセイチョウセツ 

1211 humoral transmission 体液性伝達 タイエキセイデンタツ 

1212 Huntington's chorea ハンチントン舞踏病 ハンチントンブトウビョウ 

1213 hyaluronidase ヒアルロニダーゼ ヒアルロニダーゼ 

1214 hybrid ハイブリッド, 雑種 ハイブリッド, ザッシュ 

1215 hydrogen ion 水素イオン スイソイオン 

1216 hydrogen peroxide 過酸化水素 カサンカスイソ 

1217 hydrolysis [加] 水 [分] 解 [カ] スイ [ブン] カイ 

1218 
hydroperoxyeicosatetra‐enoic acid 
《HPETE》 

ヒドロペルオキシエイコサ
テトラエン酸 

ヒドロペルオキシエイコサテトラエン
サン 

1219 hydrophilicity 親水性 シンスイセイ 

1220 hydrophobicity 疎水性 ソスイセイ 

1221 6-hydroxydopamine 《6-OHDA》 6-ヒドロキシドパミン 6-ヒドロキシドパミン 

1222 
hydroxyeicosatetraenoic acid 
《HETE》 

ヒドロオキシエイコサテトラ
エン酸 

ヒドロオキシエイコサテトヒラエンサ
ン 

1223 hydroxylation 水酸化 スイサンカ 

1224 
5-hydroxytryptamine 《5-HT》 
(=serotonin) 

5-ヒドロキシトリプタミン 5-ヒドロキシトリプタミン 

1225 hyoscine (=scopolamine) ヒヨスチン ヒヨスチン 

1226 hyoscyamine ヒヨスチアミン ヒヨスチアミン 

1227 hyperalgesia 痛覚過敏 ツウカクカビン 

1228 hypercalcemia 高カルシウム血症 コウカルシウムケッショウ 

1229 hypercapnia 
過炭酸 [ガス] 症, 高炭
酸血症 

カタンサン [ガス] ショウ, コウタン
サンケッショウ 

1230 hyperemia 充血 ジュウケツ 

1231 hyperglycemia 高血糖 [症] コウケットウ [ショウ] 

1232 hyperkalemia 高カリウム血症 コウカリウムケッショウ 

1233 hyperkinesia (=hyperkinesis) 運動亢進 ウンドウコウシン 

1234 hyperoxia 過酸素症 カサンソショウ 

1235 hyperpolarization 過分極 カブンキョク 

1236 hyper (super) sensitivity 過感受性, 過敏性 カカンジュセイ, カビンセイ 

1237 hypertension 高血圧 [症] コウケツアツ [ショウ] 

1238 hypertensive episode (crisis) 高血圧発作 コウケツアツホッサ 

1239 hyperthermia (=hyperpyrexia) 高熱症 コウネツショウ 

1240 hyperthyroidism 甲状腺機能亢進症 コウジョウセンキノウコウシンショウ 

1241 hypertonia 筋緊張亢進 キンキンチョウコウシン 

1242 hypertonic solution 高張液 コウチョウエキ 

1243 hypertrophy 肥大 ヒダイ 

1244 hyperuricemia 高尿酸血症 コウニョウサンケッショウ 

1245 hyperventilation 過換気 カカンキ 

1246 hypervitaminosis ビタミン過剰症 ビタミンカジョウショウ 

1247 hypnosis 催眠 サイミン 

1248 hypnotic 催 (睡) 眠薬 サイ (スイ) ミンヤク 

1249 hypoalg[es]ia 痛覚鈍麻 ツウカクドンマ 

1250 hypocalcemia 低カルシウム血症 テイカルシウムケッショウ 

1251 hypochromic anemia 低色素性貧血 テイシキソセイヒンケツ 

1252 hypo[h]idrosis 発汗低下 [症] ハッカンテイカ [ショウ] 

1253 hypokalemia 低カリウム血症 テイカリウムケッショウ 

1254 hypokinesia (=hypokinesis) 運動低下 ウンドウテイカ 

1255 hypopnea 呼吸低下 コキュウテイカ 

1256 hyposthenuria 低張尿 [症] テイチョウニョウ [ショウ] 

1257 hypotension 低血圧 [症] テイケツアツ [ショウ] 
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1258 hypotensive agent 降圧薬 コウアツヤク 

1259 hypothalamus 視床下部 シショウカブ 

1260 hypoxemia 低酸素血 [症] テイサンソケツ [ショウ] 

1261 hypoxia (→anoxia) 低酸素[症] テイサンソ[ショウ] 

1262 hysteria ヒステリー ヒステリー 

1263 iatrogenic disease 医原病 イゲンビョウ 

1264 ibotenic acid (=ibotenate) イボテン酸 イボテンサン 

1265 
IC50 (median (50%) inhibitory 
concentration) 

50% (中央値) 抑制濃度 50% (チュウオウチ) ヨクセイノウド 

1266 identification 同定 ドウテイ 

1267 idiosyncrasy 特異体質 トクイタイシツ 

1268 ileum 回腸 カイチョウ 

1269 ileus イレウス, 腸閉塞 イレウス, F1301 チョウヘイソク 

1270 imidazodiazepine (=Ro 15-1788) イミダゾジアゼピン イミダゾジアゼピン 

1271 immediate type allergy 即時型アレルギー ソクジガタアレルギー 

1272 immobilization 不動化 フドウカ 

1273 immune response 免疫応答 メンエキオウトウ 

1274 immune tolerance 免疫寛容 メンエキカンヨウ 

1275 immunecomplex 免疫複合体 メンエキフクゴウタイ 

1276 immunocytochemistry 免疫細胞化学 メンエキサイボウカガク 

1277 immunodeficiency 免疫不全 メンエキフゼン 

1278 immunoglobulin 免疫グロブリン メンエキグロブリン 

1279 immunohistochemistry 免疫組織化学 メンエキソシキカガク 

1280 immunomodulator 免疫調節薬 メンエキチョウセツヤク 

1281 immunopharmacology 免疫薬理学 メンエキヤクリガク 

1282 immunoradiometric assay 免疫放射線測定法 メンエキホウシャセンソクテイホウ 

1283 immunostimulant 免疫賦活薬 メンエキフカツヤク 

1284 immunosuppression 免疫抑制 メンエキヨクセイ 

1285 immunotoxicity 免疫毒性 メンエキドクセイ 

1286 implantation 移植 イショク 

1287 imprinting 刷り込み スリコミ 

1288 impulse インパルス, 衝撃 インパルス, ショウゲキ 

1289 impulse discharge 刺激 (興奮) 発射 シゲキ (コウフン) ハッシャ 

1290 inactivation 不活性化 フカッセイカ 

1291 inbred line (strain) 近交系 キンコウケイ 

1292 incompatibility 不適合性, 配合禁忌 フテキゴウセイ, ハイゴウキンキ 

1293 incontinence 失禁 シッキン 

1294 indicator 指示薬, 指標 シジヤク, シヒョウ 

1295 indirect action 間接作用 カンセツサヨウ 

1296 indomethacin インドメタシン インドメタシン 

1297 induced mutation 誘導突然変異 ユウドウトツゼンヘンイ 

1298 induction 誘導, 導入 ユウドウ, ドウニュウ 

1299 infection 感染 カンセン 

1300 infertility 不妊 [症] フニン [ショウ] 

1301 infiltration 浸潤 シンジュン 

1302 inflammation 炎症 エンショウ 

1303 inflammatory response 炎症反応 エンショウハンノウ 

1304 inflow 流入 [量] リュウニュウ [リョウ] 

1305 influx (→efflux) 流入, 内向き流束 リュウニュウ, ウチムキリュウソク 

1306 infradation rhythm 長日周期 チョウジツシュウキ 

1307 infusion 注入 チュウニュウ 
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1308 ingestion 摂取, 経口摂取 セッシュ, ケイコウセッシュ 

1309 inhalant 吸入薬 キュウニュウヤク 

1310 inhalation 吸入 キュウニュウ 

1311 inhalation[al] anesthesia 吸入麻酔 キュウニュウマスイ 

1312 inheritant (=heredity) 遺伝 イデン 

1313 inhibition 阻害, 抑制 ソガイ, F1411 ヨクセイ 

1314 inhibitor 阻害 (抑制) 薬 ソガイ (ヨクセイ) ヤク 

1315 
inhibitory postsynaptic potential 
《IPSP》 

抑制性シナプス後電位 ヨクセイセイシナプスコウデンイ 

1316 inhibitory transmitter 抑制性伝達物質 ヨクセイセイデンタツブッシツ 

1317 initiation codon 開始コドン カイシコドン 

1318 injection 注射 チュウシャ 

1319 inner plexiform layer 内網状層 ナイモウジョウソウ 

1320 innervation (→denervation) 神経支配 シンケイシハイ 

1321 inositol trisphosphate 《IP3》 イノシトール三リン酸 イノシトールサンリンサン 

1322 inotropic action 変力作用 ヘンリョクサヨウ 

1323 insecticide 殺虫薬 サッチュウヤク 

1324 insensitivity 無感覚 ムカンカク 

1325 in situ 生体位の セイタイイノ 

1326 in situ hybridization 
インサイツハイブリダイゼ
ーション 

インサイツハイブリダイゼーション 

1327 insomnia 不眠 [症] フミン [ショウ] 

1328 inspiration 吸息 キュウソク 

1329 institutional review board 
施設内 [治験] 審査委員
会 

シセツナイ [チケン] シンサイインカ
イ 

1330 instrumental conditioning 道具的条件づけ ドウグテキジョウケンヅケ 

1331 insulin インシュリン インシュリン 

1332 integration 統合 トウゴウ 

1333 intelligence quotient 知能指数 チノウシスウ 

1334 interaction 相互作用 ソウゴサヨウ 

1335 interferon インターフェロン インターフェロン 

1336 interleukin 《IL》 インターロイキン インターロイキン 

1337 intermediate 中間体 チュウカンタイ 

1338 intermediate metabolite 中間代謝物 チュウカンタイシャブツ 

1339 internalization インターナリゼーション インターナリゼーション 

1340 interneuron 介在ニューロン カイザイニューロン 

1341 intereceptor 内受容器 ナイジュヨウキ 

1342 intestinal absorption 腸管吸収 チョウカンキュウシュウ 

1343 intestinal epithelium 腸管上皮 チョウカンジョウヒ 

1344 intestinal mucosa 腸管粘膜 チョウカンネンマク 

1345 intestinal tract 腸管 チョウカン 

1346 intolerance 不耐性 フタイセイ 

1347 intoxication 中毒 チュウドク 

1348 intracerebroventricular 《i.c.v.》 脳室内 ノウシツナイ 

1349 intracisternal 《i.c.》 大槽内 ダイソウナイ 

1350 intracranial 頭蓋内 ズガイナイ 

1351 intragastric 胃内 イナイ 

1352 intramuscular 《i.m.》 筋肉内 キンニクナイ 

1353 intramural plexus 壁内神経叢 ヘキナイシンケイソウ 

1354 intraocular pressure 眼内圧 ガンナイアツ 

1355 intraperitoneal 《i.p.》 腹腔内 フククウナイ 

1356 intraspinal 脊髄内 セキズイナイ 
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1357 intrathecal 《i.t.》 くも膜下腔内 クモマクカクウナイ 

1358 intravaginal 腟内 チツナイ 

1359 intravenous 《i.v.》 静脈内 ジョウミャクナイ 

1360 intravenous anesthetic 静脈麻酔薬 ジョウミャクマスイヤク 

1361 intrinsic activity 内因活性, 固有活性 ナイインカッセイ, コユウカッセイ 

1362 intrinsic clearance 固有クリアランス コユウクリアランス 

1363 intrinsic factor 内因子 ナイインシ 

1364 intrinsic rhythmicity 内因性調律 ナイインセイチョウリツ 

1365 intron イントロン, 介在配列 イントロン, カイザイハイレツ 

1366 inverse agonist インバースアゴニスト インバースアゴニスト 

1367 in vitro 試験管内の シケンカンナイノ 

1368 in vivo 生体内の セイタイナイノ 

1369 ion イオン イオン 

1370 ion channel イオンチャネル イオンチャネル 

1371 ion transport イオン輸送 イオンユソウ 

1372 ionic current イオン (電) 流 イオン (デン) リュウ 

1373 ionic exchange イオン交換 イオンコウカン 

1374 ionic permeability イオン透過性 イオントウカセイ 

1375 ionic strength イオン強度 イオンキョウド 

1376 ionization イオン化 イオンカ 

1377 ionization constant 電離定数 デンリテイスウ 

1378 ionization exponent 電離指数 デンリシスウ 

1379 ionophore イオノフォア イオノフォア 

1380 iontophoresis イオン泳動 イオンエイドウ 

1381 ipsilateral (→contralateral) 同側 [性] ドウソク [セイ] 

1382 irreversible antagonist 非 (不) 可逆的拮抗薬 ヒ (フ) カギャクテキキッコウヤク 

1383 irritability 被刺激性 ヒシゲキセイ 

1384 irritant 刺激薬 シゲキヤク 

1385 irritant cathartic (pargative) 刺激性下剤 シゲキセイゲザイ 

1386 irritation 刺激作用 シゲキサヨウ 

1387 ischemia 虚血 キョケツ 

1388 ischuria 尿閉 ニョウヘイ 

1389 islet of Langerhans ランゲルハンス島 ランゲルハンストウ 

1390 isoelectric point 等電点 トウデンテン 

1391 isolated tissue 摘出組織 テキシュツソシキ 

1392 isolation 分離, 摘出 ブンリ, テキシュツ 

1393 isomer 異性体 イセイタイ 

1394 isometric 等尺性 トウシャクセイ 

1395 isotonic 等張性 トウチョウセイ 

1396 itch[ing] かゆみ, そう痒 カユミ, ソウヨウ 

1397 jaundice 黄疸 オウダン 

1398 joint pain 関節痛 カンセツツウ 

1399 josamycin ジョサマイシン ジョサマイシン 

1400 junction potential 接合部電位 セツゴウブデンイ 

1401 junctional region 接合部 セツゴウブ 

1402 juxtaglomerular apparatus 傍糸球体装置 ボウシキュウタイソウチ 

1403 juxtamedullary glomerulus 傍髄質糸球体 ボウズイシツシキュウタイ 

1404 juxtamedullary nephron 傍髄質部ネフロン ボウズイシツブネフロン 

1405 kainic acid (=kainate) カイニン酸 カイニンサン 

1406 kallidin カリジン カリジン 

1407 kallikrein カリクレイン カリクレイン 
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1408 glandular (tissue) kallikrein 腺性 (組織) カリクレイン センセイ (ソシキ) カリクレイン 

1409 plasma kallikrein 血漿カリクレイン ケッショウカリクレイン 

1410 karyotype 核型 カクケイ 

1411 keratolytic [agent] 角質溶解薬 カクシツヨウカイヤク 

1412 ketamine ケタミン ケタミン 

1413 ketanserin ケタンセリン ケタンセリン 

1414 ketonuria ケトン尿 ケトンニョウ 

1415 killer cell キラー細胞 キラーサイボウ 

1416 kinase キナーゼ キナーゼ 

1417 kindling キンドリング キンドリング 

1418 kinetics キネティクス, 速度論 キネティクス, ソクドロン 

1419 kinin キニン キニン 

1420 kininase キニナーゼ キニナーゼ 

1421 kininogen キニノゲン キニノゲン 

1422 kininogenase キニノゲナーゼ キニノゲナーゼ 

1423 Krebs cycle クレブス回路 クレブスカイロ 

1424 Kupffer's cell クッパー細胞, 星細胞 クッパーサイボウ, セイサイボウ 

1425 labor 分娩 ブンベン 

1426 lactation 乳汁分泌 ニュウジュウブンピ [ツ] 

1427 lactagogue 乳汁分泌促進物質 
ニュウジュウブンピ [ツ] ソクシンブ
ッシツ 

1428 lactic acid 乳酸 ニュウサン 

1429 Langerhans' islet ランゲルハンス島 ランゲルハンストウ 

1430 latency 潜時 センジ 

1431 latent period 潜伏期 センプクキ 

1432 latent time 潜伏時間 センプクジカン 

1433 lateral 外側 [の], 片側 [の] ガイソク [ノ], F2071 ヘンソク [ノ] 

1434 laxative (→purgative) 緩下薬 カンゲヤク 

1435 LD50 (median (50%) lethal dose) 50% (中央値) 致死量 50% (チュウオウチ) チシリョウ 

1436 learning 学習 ガクシュウ 

1437 lectin レクチン レクチン 

1438 lethal gene 致死遺伝子 チシイデンシ 

1439 leukemia 白血病 ハッケツビョウ 

1440 leukocyte 白血球 ハッケッキュウ 

1441 leukocyte extravasation 白血球血管外遊走 ハッケッキュウケッカンガイユウソウ 

1442 leukocyte migration 白血球浸潤 ハッケッキュウシンジュン 

1443 leukocytic pyrogen 白血球性発熱物質 ハッケッキュウセイハツネツブッシツ

1444 leukocytosis 白血球増多 [症] ハッケッキュウゾウタ [ショウ] 

1445 leukopenia 白血球減少 [症] ハッケッキュウゲンショウ [ショウ] 

1446 leukotriene 《LT》 ロイコトリエン ロイコトリエン 

1447 levodopa (=L-dopa) レボドパ レボドパ 

1448 levorphan (=levorphanol) レボルファン レボルファン 

1449 life span 寿命 ジュミョウ 

1450 ligand リガンド リガンド 

1451 limbic cortex 辺縁皮質 ヘンエンヒシツ 

1452 limbic system 辺縁系 ヘンエンケイ 

1453 lipid 脂質 シシツ 

1454 lipid barrier 脂質関門 シシツカンモン 

1455 lipid solubility 脂溶性 シヨウセイ 

1456 lipogenesis 脂肪生成 シボウセイセイ 

1457 lipolysis 脂肪分解 シボウブンカイ 
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1458 lipolyticaction (=lipolysis) 脂肪分解作用 シボウブンカイサヨウ 

1459 lipophilicity 親油性 シンユセイ 

1460 lipopolysaccharide 《LPS》 リポ多糖類 リポタトウルイ 

1461 lipoprotein リポタンパク質 リポタンパクシツ 

1462 high density lipoprotein 《HDL》 高比重リポタンパク質 コウヒジュウリポタンパクシツ 

1463 low density lipoprotein 《LDL》 低比重リポタンパク質 テイヒジュウリポタンパクシツ 

1464 liposome リポソーム リポソーム 

1465 lipotropin リポトロピン リポトロピン 

1466 lipoxygenase リポキシゲナーゼ リポキシゲナーゼ 

1467 liver cirrhosis 肝硬変 カンコウヘン 

1468 liver necrosis 肝壊死 カンエシ 

1469 liver oil 肝油 カンユ 

1470 load 負荷 フカ 

1471 local action 局所作用 キョクショサヨウ 

1472 local anesthesia 局所麻酔 キョクショマスイ 

1473 local anesthetic 局所麻酔薬 キョクショマスイヤク 

1474 local anaphylaxis 局所性アナフィラキシー キョクショセイアナフィラキシー 

1475 local hormone (=autacoid) 局所ホルモン キョクショホルモン 

1476 local irritant action 局所刺激作用 キョクショシゲキサヨウ 

1477 localization 局在 キョクザイ 

1478 locomotion 歩行運動 ホコウウンドウ 

1479 locomotor ataxia 歩行運動失調 ホコウウンドウシッチョウ 

1480 long term potentiation 《LTP》 長期増強 チョウキゾウキョウ 

1481 long term toxicity 長期毒性 チョウキドクセイ 

1482 longitudinal muscle 縦走筋 ジュウソウキン 

1483 low-affinity uptake process 低親和性取り込み過程 テイシンワセイトリコミカテイ 

1484 lubricant 滑沢剤 カッタクザイ 

1485 lubricant purgative 潤滑性下剤 ジュンカツセイゲザイ 

1486 luteal phase 黄体期 オウタイキ 

1487 luteinization 黄体化 オウタイカ 

1488 luteinizing hormone 《LH》 黄体形成ホルモン オウタイケイセイホルモン 

1489 
luteinizing hormone-releasing 
hormone 《LHRH》 

黄体形成ホルモン放出ホ
ルモン 

オウタイケイセイホルモンホウシュツ
ホルモン 

1490 lymph リンパ [液] リンパ [エキ] 

1491 lymphagogue 催リンパ物質 サイリンパブッシツ 

1492 lymphatic system リンパ系 リンパケイ 

1493 lymphocyte リンパ球 リンパキュウ 

1494 lymphokine リンホカイン リンホカイン 

1495 lymphoma リンパ腫 リンパシュ 

1496 lypressin (=lysine vasopressin) リプレッシン リプレッシン 

1497 lysergic acid diethylamide 《LSD》 リゼルグ酸ジエチルアミド リゼルグサンジエチルアミド 

1498 lysosome リソソーム リソソーム 

1499 lysozyme リゾチーム リゾチーム 

1500 macrolide マクロライド マクロライド 

1501 macromolecule 高分子 コウブンシ 

1502 macrophage マクロファージ マクロファージ 

1503 macula densa 密集斑 ミッシュウハン 

1504 main action 主作用 シュサヨウ 

1505 maintenance dose 維持量 イジリョウ 

1506 major tranquilizer メジャートランキライザー メジャートランキライザー 

1507 malabsorption 吸収不良 キュウシュウフリョウ 
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1508 malaise 倦怠 ケンタイ 

1509 malignancy 悪性 アクセイ 

1510 malignant hypertension 悪性高血圧症 アクセイコウケツアツショウ 

1511 malondialdehyde 《MDA》 マロンジアルデヒド マロンジアルデヒド 

1512 mammal 哺乳類 ホニュウルイ 

1513 mania 躁病 ソウビョウ 

1514 manic-depressive illness 躁鬱病 ソウウツビョウ 

1515 MAO-inhibitor 《MAO-I》 モノアミン酸化酵素阻害薬 モノアミンサンカコウソソガイヤク 

1516 marihuana (→cannabis) マリファナ マリファナ 

1517 mass spectrometry 質量分析 シツリョウブンセキ 

1518 mast cell 肥満細胞 ヒマンサイボウ 

1519 mating 交配 コウハイ 

1520 maturation 成熟 セイジュク 

1521 maze 迷路 メイロ 

1522 mechanism 機構, 機序 キコウ, キジョ 

1523 median effective dose 《ED50》 50% (中央値) 有効量 50% (チュウオウチ) ユウコウリョウ 

1524 
median inhibitory concentration 
《IC50》 

50% (中央値) 抑制濃度 50% (チュウオウチ) ヨクセイノウド 

1525 median lethal dose 《LD50》 50% (中央値) 致死量 50% (チュウオウチ) チシリョウ 

1526 medication 投薬 トウヤク 

1527 medulla 髄質 ズイシツ 

1528 megaloblastic anemia 巨赤芽球性貧血 キョセキガキュウセイヒンケツ 

1529 melanoma 黒色腫 コクショクシュ 

1530 melatonin メラトニン メラトニン 

1531 membrane 膜 マク 

1532 membrane excitability 膜興奮性 マクコウフンセイ 

1533 membrane fraction 膜画分 マクカクブン 

1534 membrane permeability 膜透過性 マクトウカセイ 

1535 membrane stabilizing action 膜安定化作用 マクアンテイカサヨウ 

1536 membrane transport 膜透過性 マクトウカセイ 

1537 memory 記憶 キオク 

1538 mental disorder (disturbance) 精神病 (障害) セイシンビョウ (ショウガイ) 

1539 mephenesin メフェネシン メフェネシン 

1540 
mercapturic acid conjugation 
(→glutathione conjugation) 

メルカプツール酸抱合 メルカプツールサンホウゴウ 

1541 mercurial diuretic 水銀利尿薬 スイギンリニョウヤク 

1542 mesangial cell メサンギウム細胞 メサンギウムサイボウ 

1543 metabolic acidosis 代謝性アシドーシス タイシャセイアシドーシス 

1544 metabolic alkalosis 代謝性アルカローシス タイシャセイアルカローシス 

1545 metabolic capacity 代謝能 タイシャノウ 

1546 metabolic rate 代謝速度 タイシャソクド 

1547 metabolic tolerance 代謝耐性 タイシャタイセイ 

1548 metabolism 代謝 タイシャ 

1549 metabolite 代謝 [産] 物 タイシャ [サン] ブツ 

1550 metamorphosis 変態 ヘンタイ 

1551 
methamphetamine 
(=methylamphetamine) 

メタ [ア] ンフェタミン メタ [ア] ンフェタミン 

1552 methaqualone メタカロン メタカロン 

1553 methemoglobin メトヘモグロビン メトヘモグロビン 

1554 methylalcohol (=methanol) メチルアルコール メチルアルコール 

1555 microelectrode 微小電極 ビショウデンキョク 
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1556 micromanipulator 
ミクロマニピュレーター, 
微調整装置 

ミクロマニピュレーター, ビチョウセイ
ソウチ 

1557 microorganism 微生物 ビセイブツ 

1558 micropuncture method 微小穿刺法 ビショウセンシホウ 

1559 microsomal enzyme ミクロソーム酵素 ミクロソームコウソ 

1560 miction (=micturition) 排尿 ハイニョウ 

1561 micturition reflex 排尿反射 ハイニョウハンシャ 

1562 migraine 片頭痛 ヘンズツウ 

1563 migration inhibition factor 《MIF》 遊走阻止因子 ユウソウソシインシ 

1564 milieu exterieur 外部環境 ガイブカンキョウ 

1565 milieu interieur 内部環境 ナイブカンキョウ 

1566 mineral corticoid 鉱質コルチコイド コウシツコルチコイド 

1567 miniature endplate potential 《m.e.p.》 微小終板 (活動) 電位 
ビショウシュウバン (カツドウ) デン
イ 

1568 minor tranquilizer マイナートランキライザー マイナートランキライザー 

1569 minute output 毎分拍出量 マイフンハクシュツリョウ 

1570 miosis (→mydriasis) 縮瞳 シュクドウ 

1571 mitochondrion (pl. mitochondria) ミトコンドリア ミトコンドリア 

1572 mixed-function oxidase 混合機能酸化酵素 コンゴウキノウサンカコウソ 

1573 modifier gene 変更遺伝子 ヘンコウイデンシ 

1574 modulatory action 修飾作用 シュウショクサヨウ 

1575 molarity モル濃度 モルノウド 

1576 molecular weight 分子量 ブンシリョウ 

1577 mongrel 雑種 ザッシュ 

1578 monoamine oxidase 《MAO》 モノアミン酸化酵素 モノアミンサンカコウソ 

1579 monoclonal antibody モノクローナル抗体 モノクローナルコウタイ 

1580 
monosynaptic reflex (→polysynaptic 
reflex) 

単シナプス反射 タンシナプスハンシャ 

1581 monstrosity 奇形 キケイ 

1582 mood 気分 キブン 

1583 morphine モルヒネ モルヒネ 

1584 motion sickness 動揺病, 運動病 ドウヨウビョウ, ウンドウビョウ 

1585 motility 運動性 ウンドウセイ 

1586 motivation 動機づけ ドウキヅケ 

1587 motoneuron 運動ニューロン ウンドウニューロン 

1588 motor coordination 運動協調性 ウンドウキョウチョウセイ 

1589 motor nerve 運動神経 ウンドウシンケイ 

1590 motor unit 運動単位 ウンドウタンイ 

1591 movement (=exercise) 運動 ウンドウ 

1592 mucin ムチン ムチン 

1593 mucosa 粘膜 ネンマク 

1594 mucous membrane 粘膜 ネンマク 

1595 mucous secretion 粘液分泌 ネンエキブンピ[ツ] 

1596 mucus 粘液 ネンエキ 

1597 multicentre trial 多施設治験 タシセツチケン 

1598 multiple (polymeric) gene 同義遺伝子 ドウギイデンシ 

1599 multiple allele 複対立遺伝子 フクタイリツイデンシ 

1600 multiple excitation 反復興奮 ハンプクコウフン 

1601 muricide (=mouse killing behavior) ムリサイド ムリサイド 

1602 muscarine ムスカリン ムスカリン 

1603 muscarinic receptor ムスカリン [性] 受容体 ムスカリン [セイ] ジュヨウタイ 

1604 muscimol ムシモール ムシモール 
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1605 muscle 筋 [肉] キン [ニク] 

1606 muscle relaxant 筋弛緩薬 キンシカンヤク 

1607 muscle rigidity 筋強剛 (硬直) キンキョウゴウ (コウチョク) 

1608 muscle tonus (tone) 筋緊張 キンキンチョウ 

1609 mutagen 変異原 ヘンイゲン 

1610 mutagenesis (=mutagenicity) 変異原性 ヘンイゲンセイ 

1611 mutant 変異株 (細胞) ヘンイカブ (サイボウ) 

1612 mutation 突然変異 トツゼンヘンイ 

1613 myalgia 筋肉痛 キンニクツウ 

1614 myasthenia gravis 重症筋無力症 ジュウショウキンムリョクショウ 

1615 mycoplasma マイコプラズマ マイコプラズマ 

1616 mydriasis (→miosis) 散瞳 サンドウ 

1617 myelinated (medullated) fiber 有髄線維 ユウズイセンイ 

1618 
myenteric plexus (=Auerbach's 
plexus) 

筋層間 (壁内) 神経叢 
キンソウカン (ヘキナイ) シンケイソ
ウ 

1619 myocardial cell 心筋細胞 シンキンサイボウ 

1620 myocardial infarction 心筋梗塞 シンキンコウソク 

1621 myocardial steal 心筋スチール シンキンスチール 

1622 myocardium 心筋 [層] シンキン [ソウ] 

1623 myoclonic epilepsy ミオクロヌス性てんかん ミオクロヌスセイテンカン 

1624 myoclonus ミオクロヌス ミオクロヌス 

1625 myogenic tone 筋原性緊張 キンゲンセイキンチョウ 

1626 myoglobin ミオグロビン ミオグロビン 

1627 myometrium 子宮筋 シキュウキン 

1628 myotome 筋分節 キンブンセツ 

1629 myotonia congestita 先天性筋緊張症 センテンセイキンキンチョウショウ 

1630 myotonic dystrophy 筋緊張性ジストロフィー キンキンチョウセイジストロフィー 

1631 nalorphine ナロルフィン ナロルフィン 

1632 naloxone ナロキソン ナロキソン 

1633 narcosis 麻酔 マスイ 

1634 narcotic 麻薬 マヤク 

1635 narcotic analgesic 麻薬性鎮痛薬 マヤクセイチンツウヤク 

1636 natriuretic factor ナトリウム排泄増加因子 ナトリウムハイセツゾウカインシ 

1637 natural killer cells (=NK cells) ナチュラルキラー細胞 ナチュラルキラーサイボウ 

1638 nausea 悪心, 吐き気 オシン, ハキケ 

1639 negative feedback ネガティブフィードバック ネガティブフィードバック 

1640 negative inotropic effect 陰性変力効果 インセイヘンリョクコウカ 

1641 negative reinforcement 負の強化 フノキョウカ 

1642 negative reinforcer 負の強化 [因] 子 フノキョウカ [イン] シ 

1643 negative wave 陰性波 インセイハ 

1644 α-neoendorphin α-ネオエンドルフィン α-ネオエンドルフィン 

1645 neonatal jaundice 新生児黄疸 シンセイジオウダン 

1646 neostigmine ネオスチグミン ネオスチグミン 

1647 nephron ネフロン ネフロン 

1648 nephrotoxicity 腎毒性 ジンドクセイ 

1649 nerve 神経 シンケイ 

1650 nerve fiber (re) 神経線維 シンケイセンイ 

1651 nerve growth factor 《NGF》 神経成長因子 シンケイセイチョウインシ 

1652 nerve impulse 神経インパルス (衝撃) シンケイインパルス (ショウゲキ) 

1653 nerve terminal (ending) 神経終末 シンケイシュウマツ 

1654 nerve trunk 神経幹 シンケイカン 
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1655 nerve-muscle preparation 神経筋標本 シンケイキンヒョウホン 

1656 nervous system 神経系 シンケイケイ 

1657 neuralgia 神経痛 シンケイツウ 

1658 neuritis 神経炎 シンケイエン 

1659 neuro-effector junction 神経効果器接合部 シンケイコウカキセツゴウブ 

1660 neuroblastoma 神経芽腫 シンケイガシュ 

1661 neurohormone 神経ホルモン シンケイホルモン 

1662 neuroleptic (=antipsychotic) 神経遮断薬, 抗精神病薬
シンケイシャダンヤク, コウセイシン
ビョウヤク 

1663 neuroleptanalgesia 神経遮断性鎮痛 シンケイシャダンセイチンツウ 

1664 neuromessenger 神経 [情報] 伝達物質 
シンケイ [ジョウホウ] デンタツブッ
シツ 

1665 neuromodulator 神経調節物質 シンケイチョウセツブッシツ 

1666 neuromuscular blocking agent 
神経筋遮断薬 (筋弛緩
薬) 

シンケイキンシャダンヤク (キンシカ
ンヤク) 

1667 neuromuscular junction 神経筋接合部 シンケイキンセツゴウブ 

1668 neuron ニューロン, 神経 ニュウロン, シンケイ 

1669 neuropeptide 
ニューロペプチド, 神経ペ
プチド 

ニューロペプチド, シンケイペプチド 

1670 neurophysin ニューロフィジン ニューロフィジン 

1671 neurosecretion 神経分泌 シンケイブンピ [ツ] 

1672 neurosecretory granule 神経分泌顆粒 シンケイブンピ [ツ] カリュウ 

1673 neurosis 神経症 シンケイショウ 

1674 neurotensin ニューロテンシン ニューロテンシン 

1675 neurotoxicity 神経毒性 シンケイドクセイ 

1676 neurotransmitter 神経伝達物質 シンケイデンタツブッシツ 

1677 neutrophil [leukocytes] 好中球 コウチュウキュウ 

1678 nicardipine ニカルジピン ニカルジピン 

1679 
nicotinamide adenine dinucleotide 
《NAD》 

ニコチン酸アミドアデニン
ジヌクレオチド 

ニコチンサンアミドアデニンジヌクレ
オチド 

1680 nicotine ニコチン ニコチン 

1681 nicotinic receptor ニコチン [性] 受容体 ニコチン [セイ] ジュヨウタイ 

1682 nictitating membrane 瞬膜 シュンマク 

1683 nidation 着床 チャクショウ 

1684 nifedipine ニフェジピン ニフェジピン 

1685 night blindness 夜盲症 ヤモウショウ 

1686 nightmare 悪夢 アクム 

1687 nitrite 亜硝酸化合物 アショウサンカゴウブツ 

1688 nitrogen mustard ナイトロジェンマスタード ナイトロジェンマスタード 

1689 nitroglycerin (=glyceryl trinitrate) ニトログリセリン ニトログリセリン 

1690 nitrous oxide 二酸化窒素, 笑気 ニサンカチッソ, ショウキ 

1691 nociceptive (noxious) stimulus 侵害刺激 シンガイシゲキ 

1692 nociceptor 侵害受容器 シンガイジュヨウキ 

1693 nocturnal animal 夜行動物 ヤコウドウブツ 

1694 nodal rhythm 房室結節性リズム ボウシツケッセツセイリズム 

1695 nodal tissue 結節 [性] 組織 ケッセツ [セイ] ソシキ 

1696 node 結節 ケッセツ 

1697 non-REM sleep ノンレム睡眠 ノンレムスイミン 

1698 non-depolarizing antagonism 非脱分極性拮抗 ヒダツブンキョクセイキッコウ 

1699 non-linear pharmacokinetics 非線型薬物速度論 ヒセンケイヤクブツソクドロン 

1700 non-protein respiratory quotient 非タンパク [性] 呼吸商 ヒタンパク [セイ] コキュウショウ 

1701 non-selective action 非選択 [性] 作用 ヒセンタク [セイ] サヨウ 
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1702 
nootropic agent (→cognitive 
enhancer) 

向知性薬 コウチセイヤク 

1703 
noradrenaline (=norepinephrine, 
arterenol) 

ノルアドレナリン ノルアドレナリン 

1704 normotopic beat 正所性拍動 セイショセイハクドウ 

1705 noxious stimulus 侵害刺激 シンガイシゲキ 

1706 nucleic acid 核酸 カクサン 

1707 nucleoside ヌクレオシド ヌクレオシド 

1708 nucleotide ヌクレオチド ヌクレオチド 

1709 nucleotide sequence 核酸配列 カクサンハイレツ 

1710 nucleus (N.) 核 カク 

1711 numbness しびれ感 シビレカン 

1712 nystagmus 眼振 ガンシン 

1713 obesity 肥満 ヒマン 

1714 occlusion 閉塞,咬合 ヘイソク,コウゴウ 

1715 oculogyral (oculogyric) illusion 動眼性錯覚, 回転めまい ドウガンセイサッカク, カイテンメマイ

1716 oil / water [distribution] coefficient 油 / 水分配係数 
ユ (アブラ) / スイ (ミズ) ブンパイ
ケイスウ 

1717 ointment 軟膏 ナンコウ 

1718 olfactory sensation 嗅覚 キュウカク 

1719 oligopnea 呼吸量減少 コキュウリョウゲンショウ 

1720 oliguria 乏尿 ボウニョウ 

1721 one compartment model 一コンパートメントモデル イチコンパートメントモデル 

1722 onset 開始 カイシ 

1723 ontogenesis (=ontogeny) 個体発生 コタイハッセイ 

1724 oocyte 卵母細胞 ランボサイボウ 

1725 oogonium (pl. oogonia) 卵原細胞 ランゲンサイボウ 

1726 operant behavior オペラント行動 オペラントコウドウ 

1727 operant conditioning オペラント条件づけ オペラントジョウケンヅケ 

1728 operation 手術 シュジュツ 

1729 operon オペロン オペロン 

1730 opiate オピエート, アヘン剤 (類) オピエート, アヘンザイ (ルイ) 

1731 opioid オピオイド オピオイド 

1732 opium アヘン (阿片) アヘン 

1733 opportunistic infection 日和見感染症 ヒヨリミカンセンショウ 

1734 optical isomer 光学異性体 コウガクイセイタイ 

1735 optokinetic nystagmus 
視運動 [性] 眼振, 視動
眼振 

シウンドウ [セイ] ガンシン, シドウ
ガンシン 

1736 oral administration 経口投与 ケイコウトウヨ 

1737 oral contraceptive 経口避妊薬 ケイコウヒニンヤク 

1738 ordinate (→abscissa) 縦軸 タテジク 

1739 organ 器官 キカン 

1740 organic mental disorder 器質性精神障害 キシツセイセイシンショウガイ 

1741 organophosphorous compound 有機リン化合物 ユウキリンカゴウブツ 

1742 
ortho sleep (→REM sleep, 
paradoxical sleep) 

オルト睡眠 オルトスイミン 

1743 orthostatic (postural) hypotension 起立性低血圧 キリツセイテイケツアツ 

1744 orthostatic intolerance 起立耐性失調 キリツタイセイシッチョウ 

1745 osmolality 重量モル浸透圧濃度 ジュウリョウモルシントウアツノウド 

1746 osmolarity モル浸透圧濃度 モルシントウアツノウド 

1747 osmoreceptor 浸透圧受容器 シントウアツジュヨウキ 

1748 osmotic diuresis 浸透圧利尿 シントウアツリニョウ 
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1749 osmotic diuretic 浸透圧 [性] 利尿薬 シントウアツ [セイ] リニョウヤク 

1750 osmotic pressure 浸透圧 シントウアツ 

1751 osmotic concentration 浸透圧濃度 シントウアツノウド 

1752 osteoarthritis 変形性関節症 ヘンケイセイカンセツショウ 

1753 osteoblast 骨芽細胞, 造骨細胞 コツガサイボウ, ゾウコツサイボウ 

1754 osteoclast 破骨細胞 ハコツサイボウ 

1755 osteomalacia 骨軟化症 コツナンカショウ 

1756 osteoporosis 骨粗しょう (鬆) 症 コツソショウショウ 

1757 osteomyelitis 骨髄炎 コツズイエン 

1758 ouabain ウワバイン ウワバイン 

1759 outward (outgoing) current 外向き電流 ソトムキデンリュウ 

1760 ovalbumin オブアルブミン オブアルブミン 

1761 ovary 卵巣 ランソウ 

1762 overbreathing 過呼吸 カコキュウ 

1763 overdose 過量 カリョウ 

1764 overshoot potential オーバーシュート電位 オーバーシュートデンイ 

1765 ovulation 排卵 ハイラン 

1766 oxaloacetic acid 《OAA》 オキサロ酢酸 オキサロサクサン 

1767 oxidation 酸化 サンカ 

1768 oxidative deamination 酸化的脱アミノ化 サンカテキダツアミノカ 

1769 oxidative metabolism 酸化的代謝 サンカテキタイシャ 

1770 oxidative phosphorylation 酸化的リン酸化 サンカテキリンサンカ 

1771 oxygen affinity 酸素親和性 サンソシンワセイ 

1772 oxygen consumption 酸素消費 [量] サンソショウヒ [リョウ] 

1773 oxygen debt 酸素負債 サンソフサイ 

1774 oxygen demand (requirement) 酸素需要 サンソジュヨウ 

1775 oxygen intoxication (poisoning) 酸素中毒 サンソチュウドク 

1776 oxygenation 酸素化 サンソカ 

1777 oxytocin オキシトシン オキシトシン 

1778 pace maker 
ペースメーカー, 歩調取り
細胞 

ペースメーカー, ホチョウトリサイボ
ウ 

1779 pace maker potential 
ペースメーカー (歩調とり) 
電位 

ペースメーカー (ホチョウトリ) デン
イ 

1780 pain 痛み, 疼痛 イタミ, トウツウ 

1781 pain afferent 痛覚求心性神経線維 
ツウカクキュウシンセイシンケイセン
イ 

1782 pain producing substance 発痛物質 ハッツウブッシツ 

1783 pain spot 痛点 ツウテン 

1784 palindrome 回文, パリンドローム カイブン, パリンドローム 

1785 pancytopenia 汎血球減少症 ハンケッキュウゲンショウショウ 

1786 pantothenic acid (=vitamin B5 or B3) パントテン酸 パントテンサン 

1787 papaverine パパベリン パパベリン 

1788 paracrine パラクリン パラクリン 

1789 
paradoxical sleep (=REM sleep) 
(→ortho sleep) 

逆説睡眠 ギャクセツスイミン 

1790 paraganglion 傍神経節 ボウシンケイセツ 

1791 paralysis 麻痺 マヒ 

1792 paralytic ileus 麻痺性腸閉塞, イレウス マヒセイチョウヘイソク, イレウス 

1793 paraplegia 対麻痺 ツイマヒ 

1794 parasympathetic ganglion 副交感神経節 フクコウカンシンケイセツ 

1795 parasympathetic nerve 副交感神経 フクコウカンシンケイ 



38 

1796 parasympathomimetic agent 
副交感神経作動 [模倣] 
薬 

フクコウカンシンケイサドウ [モホウ] 
ヤク 

1797 parasympathectomy 副交感神経切除 [術] 
フクコウカンシンケイセツジョ [ジュ
ツ] 

1798 parathyroid 上皮小体, 副甲状腺 
ジョウヒショウタイ, フクコウジョウセ
ン 

1799 parenchymal cell 実質細胞 ジッシツサイボウ 

1800 parenteral administration 非経口 [的] 投与 ヒケイコウ [テキ] トウヨ 

1801 parietal cell 壁細胞 ヘキサイボウ 

1802 Parkinson's disease (=Parkinsonism) パーキンソン病 パーキンソンビョウ 

1803 paroxysmal tachycardia 発作性頻脈 ホッサセイヒンミャク 

1804 partial agonist 部分アゴニスト （作動薬） ブブンアゴニスト （サドウヤク） 

1805 partial (incomplete) block 不完全ブロック フカンゼンブロック 

1806 partition coefficient 分配係数 ブンパイケイスウ 

1807 parturition 分娩 ブンベン 

1808 passiveavoidance 受動的回避 ジュドウテキカイヒ 

1809 
passive cutaneous anaphylaxis 
reaction 

受身皮膚アナフィラキシー
反応 

ウケミヒフアナフィラキシーハンノウ 

1810 passive diffusion 受動拡散 ジュドウカクサン 

1811 
passive transport (→active 
transport) 

受動輸送 ジュドウユソウ 

1812 patch clamp パッチクランプ パッチクランプ 

1813 patch test パッチテスト, 貼付試験 パッチテスト, テンプシケン 

1814 Pavlovial conditioning パブロフ型条件づけ パブロフガタジョウケンヅケ 

1815 pendular movement 振子運動 フリコウンドウ 

1816 penetration 浸透 シントウ 

1817 penicillin ペニシリン ペニシリン 

1818 pepsin ペプシン ペプシン 

1819 pepsinogen ペプシノーゲン ペプシノーゲン 

1820 peptic ulcer 消化性潰瘍 ショウカセイカイヨウ 

1821 peptidase ペプチダーゼ ペプチダーゼ 

1822 peptidoglycan ペプチドグリカン ペプチドグリカン 

1823 percutaneous absorption 経皮吸収 ケイヒキュウシュウ 

1824 perfusion 灌流 カンリュウ 

1825 periaqueductal gray matter 《PAG》 中脳水道周囲灰白質 
チュウノウスイドウシュウイカイハク
シツ 

1826 peripheral 末梢 [の] マッショウ [ノ] 

1827 peripheral compartment 末梢分画 マッショウブンカク 

1828 peripheral nervous system 末梢神経系 マッショウシンケイケイ 

1829 peripheral resistance 末梢 [血管] 抵抗 マッショウ [ケッカン] テイコウ 

1830 periphery 末梢 マッショウ 

1831 peristalsis ぜん (蠕) 動 ゼンドウ 

1832 permeability 透過性 トウカセイ 

1833 permeability coefficient 透過係数 トウカケイスウ 

1834 personality 人格, 性格 ジンカク, セイカク 

1835 perspiration 発汗 ハッカン 

1836 pertussis toxin 百日咳毒素 ヒャクニチゼキドクソ 

1837 petit mal epilepsy 小発作性てんかん ショウホッサセイテンカン 

1838 phagocytosis 食 [細胞] 作用 ショク [サイボウ] サヨウ 

1839 pharmacodynamics 薬動力学 ヤクドウリキガク 

1840 pharmacogenetics 薬理遺伝学 ヤクリイデンガク 

1841 pharmacokinetics 薬物動態学, 薬物速度論
ヤクブツドウタイガク, ヤクブツソクド
ロン 
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1842 pharmacology 薬理学 ヤクリガク 

1843 pharmacotherapeutics 薬物療法学 ヤクブツリョウホウガク 

1844 phase-boundary potential 相界電位 ソウカイデンイ 

1845 phasic contraction 相動性収縮 ソウドウセイシュウシュク 

1846 phencyclidine 《PCP》 フェンシクリジン フェンシクリジン 

1847 phenotype 表現型 ヒョウゲンガタ 

1848 phenoxybenzamine フェノキシベンザミン フェノキシベンザミン 

1849 phentolamine フェントラミン フェントラミン 

1850 phenylbutazone フェニールブタゾン フェニールブタゾン 

1851 pheochromocytoma 
クロム親和性 (褐色) 細
胞腫 

クロムシンワセイ (カッショク) サイ
ボウシュ 

1852 phlebogram 静脈波 (曲線) ジョウミャクハ (キョクセン) 

1853 phlebomanometer 静脈 [血] 圧計 ジョウミャク [ケツ] アツケイ 

1854 phonocardiogram 心音計 シンオンケイ 

1855 phorbol ester ホルボールエステル ホルボールエステル 

1856 phosphatidylinositol 
ホスファチジルイノシトー
ル 

ホスファチジルイノシトール 

1857 phosphodiesterase ホスホジエステラーゼ ホスホジエステラーゼ 

1858 phosphoinositide ホスホイノシチド ホスホイノシチド 

1859 phospholipase ホスホリパーゼ ホスホリパーゼ 

1860 phospholipid リン脂質 リンシシツ 

1861 phosphorylation リン酸化 [反応] リンサンカ [ハンノウ] 

1862 phosphotrasnsferase 
ホスホトランスフェラーゼ, 
リン酸転移酵素 

ホスホトランスフェラーゼ, リンサン
テンイコウソ 

1863 photoallergy 光アレルギー ヒカリアレルギー 

1864 photon ホトン, 光子 ホトン, コウシ 

1865 physical (physiological) dependence 身体 [的] 依存 シンタイ [テキ] イゾン 

1866 physiological clock 生理時計 セイリドケイ 

1867 physiological response 生理反応 セイリハンノウ 

1868 physiological saline 生理的食塩液 セイリテキショクエンエキ 

1869 physostigmine (=eserine) フィゾスチグミン フィゾスチグミン 

1870 phytonadione (=vitamin K1) フィトナジオン フィトナジオン 

1871 picrotoxin ピクロトキシン ピクロトキシン 

1872 pilocarpine ピロカルピン ピロカルピン 

1873 pindolol ピンドロール ピンドロール 

1874 pinocytosis 飲細胞作用 インサイボウサヨウ 

1875 placebo プラセボ プラセボ 

1876 placenta 胎盤 タイバン 

1877 plasma 血漿 ケッショウ 

1878 plasma clearance 血漿クリアランス ケッショウクリアランス 

1879 plasmaexpander 血漿増補 [量] 液 ケッショウゾウホ [リョウ] エキ 

1880 plasma expansion 血漿増補 [量] ケッショウゾウホ [リョウ] 

1881 plasma leakage 血漿漏出 ケッショウロウシュツ 

1882 plasmacyte 形質細胞 ケイシツサイボウ 

1883 plasmid プラスミド プラスミド 

1884 plasmin プラスミン プラスミン 

1885 plasminogen プラスミノゲン プラスミノゲン 

1886 plasticity 可塑性 カソセイ 

1887 plateau プラトー プラトー 

1888 platelet 血小板 ケッショウバン 

1889 platelet activating factor 《PAF》 血小板活性化因子 ケッショウバンカッセイカインシ 

1890 platelet aggregation 血小板凝集 ケッショウバンギョウシュウ 
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1891 platelet function 血小板機能 ケッショウバンキノウ 

1892 pleiotropy 多層遺伝 タソウイデン 

1893 pneumogram 呼吸曲線 コキュウキョクセン 

1894 poisoning 中毒 チュウドク 

1895 polycythemia 赤血球増加 [症] セッケッキュウゾウカ [ショウ] 

1896 polydipsia 多飲 [症] タイン [ショウ] 

1897 polyemia 多血 [症] タケツ [ショウ] 

1898 polygraph ポリグラフ, 多用途記録計 ポリグラフ, タヨウトキロクケイ 

1899 polymer 重合体 ジュウゴウタイ 

1900 polymorphonuclear leukocyte 多形核白血球 タケイカクハッケッキュウ 

1901 polypnea 多呼吸 タコキュウ 

1902 
polysynaptic (multisynaptic) reflex 
(→monosynaptic reflex) 

多シナプス反射 タシナプスハンシャ 

1903 polyuria 多尿 [症] タニョウ [ショウ] 

1904 porphyrin ポルフィリン ポルフィリン 

1905 portal vein 門脈 モンミャク 

1906 positive after potential 陽性後電位 ヨウセイコウデンイ 

1907 positive bathmotropicaction 陽性変閾作用 ヨウセイヘンイキサヨウ 

1908 positive chronotropicaction 陽性変時作用 ヨウセイヘンジサヨウ 

1909 positive dromotropicaction 陽性変導作用 ヨウセイヘンドウサヨウ 

1910 positive inotropic action 陽性変力作用 ヨウセイヘンリョクサヨウ 

1911 positive reinforcement 正の強化 セイノキョウカ 

1912 positive reinforcer 正の強化 [因] 子 セイノキョウカ [イン] シ 

1913 positive wave 陽性波 ヨウセイハ 

1914 post marketingsurveilance 市販後調査 シハンゴチョウサ 

1915 posterior pituitary 下垂体後葉 カスイタイコウヨウ 

1916 postganglionic fiber(re) 節後線維 セツゴセンイ 

1917 postgastrectomy dumpingsyndrome 
胃切除後ダンピング症候
群 

イセツジョゴダンピングショウコウグ
ン 

1918 postsynaptic action シナプス後作用 シナプスゴサヨウ 

1919 postsynaptic inhibition シナプス後抑制 シナプスコウヨクセイ 

1920 postsynaptic membrane シナプス後膜 シナプスコウマク 

1921 postsynaptic receptor シナプス後レセプター シナプスゴレセプター 

1922 posttetanic potentiation 《PTP》 
後テタヌス性増強, 反復
刺激後増強 

コウテタヌスセイゾウキョウ, ハンプ
クシゲキゴゾウキョウ 

1923 postural (orthostatic) hypotension 体位性低血圧 タイイセイテイケツアツ 

1924 postural reflex 姿勢反射 シセイハンシャ 

1925 posture 姿勢 シセイ 

1926 potassium contracture カリウム拘縮 カリウムコウシュク 

1927 potency 効力 コウリョク 

1928 potential 電位 デンイ 

1929 potentiation 増強 ゾウキョウ 

1930 preanesthetic medication 麻酔前投薬 マスイゼントウヤク 

1931 preclinical study 前臨床試験 ゼンリンショウシケン 

1932 precocious puberty (=precocity) [性] 早熟 [症] [セイ] ソウジュク [ショウ] 

1933 precursor 前駆体 (物質) ゼンクタイ (ブッシツ) 

1934 preganglionic fibre(er) 節前線維 セツゼンセンイ 

1935 pregnancy 妊娠 ニンシン 

1936 prejunctional inhibition 接合部前抑制 セツゴウブゼンヨクセイ 

1937 preload 前負荷 ゼンフカ 

1938 premature 未熟 ミジュク 
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1939 
premature systole (beat) 
(→extrasystole) 

期外収縮 キガイシュウシュク 

1940 premedication 前投薬 ゼントウヤク 

1941 preparation 調製, 製剤, 標本 チョウセイ, セイザイ, ヒョウホン 

1942 prepotential 前電位 ゼンデンイ 

1943 prescription 処方 [箋] ショホウ [セン] 

1944 pressoreceptor (=baroreceptor) 圧受容器 アツジュヨウキ 

1945 pressor reflex 昇圧反射 ショウアツハンシャ 

1946 presynaptic action シナプス前作用 シナプスゼンサヨウ 

1947 presynaptic inhibition シナプス前抑制 シナプスゼンヨクセイ 

1948 presynaptic receptor シナプス前レセプター シナプスゼンレセプター 

1949 presynaptic terminal シナプス前終末 シナプスゼンシュウマツ 

1950 primaquine プリマキン プリマキン 

1951 primary action 一次作用 イチジサヨウ 

1952 procainamide プロカインアミド プロカインアミド 

1953 procaine プロカイン プロカイン 

1954 prodrug プロドラッグ プロドラッグ 

1955 product 産物, 生成物 サンブツ, セイセイブツ 

1956 progressive musculardystrophy 進行性筋ジストロフィー シンコウセイキンジストロフィー 

1957 progressive schedule 累進スケジュール ルイシンスケジュール 

1958 projected pain 投射痛 トウシャツウ 

1959 prokaryote (→eukaryote) 原核生物 ゲンカクセイブツ 

1960 prolactin プロラクチン プロラクチン 

1961 proliferation 増殖 ゾウショク 

1962 prolonged apnea 遷延性無呼吸 センエンセイムコキュウ 

1963 prophylactic [agent] 予防薬 ヨボウヤク 

1964 prophylactic treatment 予防的処置 ヨボウテキショチ 

1965 prophylaxis 予防 ヨボウ 

1966 propranolol プロプラノロール プロプラノロール 

1967 prostacyclin (=PGI2) プロスタサイクリン プロスタサイクリン 

1968 prostaglandin 《PG》 プロスタグランジン プロスタグランジン 

1969 prostanoic acid プロスタン酸 プロスタンサン 

1970 prostanoid プロスタノイド プロスタノイド 

1971 protective 保護薬 ホゴヤク 

1972 protein タンパク質 タンパクシツ 

1973 protein kinase タンパク質リン酸化酵素 タンパクシツリンサンカコウソ 

1974 protein precipitant タンパク質沈殿薬 タンパクシツチンデンヤク 

1975 proteolytic enzyme タンパク [質] 分解酵素 タンパク [シツ] ブンカイコウソ 

1976 prothrombin プロトロンビン プロトロンビン 

1977 prothrombin time プロトロンビン時間 プロトロンビンジカン 

1978 proton pump プロトンポンプ プロトンポンプ 

1979 protonation プロトン化 プロトンカ 

1980 protopathic sensation 原始 [性] 感覚 ゲンシ [セイ] カンカク 

1981 proximal tubule (→distal tubule) 近位尿細管 キンイニョウサイカン 

1982 pruritus そう痒 (かゆみ) 症 ソウヨウ (カユミ) ショウ 

1983 pseudocholinesterase 偽コリンエステラーゼ ギコリンエステラーゼ 

1984 psychedelic サイケデリック サイケデリック 

1985 psychic (psychological) dependence 精神 [的] 依存 セイシン [テキ] イゾン 

1986 psycho-somatic medicine 精神身体医学 セイシンシンタイイガク 

1987 psychological effect 心理的効果 シンリテキコウカ 

1988 psychomotor 精神運動 セイシンウンドウ 
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1989 psychosis (=psychotic disorder) 精神病 セイシンビョウ 

1990 psychotropic agent 向精神薬 コウセイシンヤク 

1991 ptosis 眼瞼下垂 ガンケンカスイ 

1992 pulmonary [vascular] resistance 肺 [循環] 抵抗 ハイ [ジュンカン] テイコウ 

1993 pulmonary atelectasis 肺拡張不全, 無気肺 ハイカクチョウフゼン, ムキハイ 

1994 pulmonary edema 肺水腫 ハイスイシュ 

1995 pulmonary embolism 肺塞栓 ハイソクセン 

1996 pulmonary hypertension 肺高血圧 [症] ハイコウケツアツ [ショウ] 

1997 pulmonary infarction 肺梗塞 ハイコウソク 

1998 pulsation 脈動 ミャクドウ 

1999 pulse 脈拍 ミャクハク 

2000 pulse rate 脈拍数 ミャクハクスウ 

2001 pulse wave 脈波 ミャクハ 

2002 puncture 穿刺 センシ 

2003 punishment 罰 バツ 

2004 pupil reflex 瞳孔反射 ドウコウハンシャ 

2005 purgative (=cathartic) 下剤 ゲザイ 

2006 purinergic nerve プリン [作動] 性神経 プリン [サドウ] セイシンケイ 

2007 putamen 被殻 ヒカク 

2008 pylorus 幽門 ユウモン 

2009 pyrexia (=fever) 発熱 ハツネツ 

2010 pyridoxal (=vitamin B6) ピリドキサール ピリドキサール 

2011 pyridoxamine (=vitamin B6) ピリドキサミン ピリドキサミン 

2012 pyridoxine (=vitamin B6) ピリドキシン ピリドキシン 

2013 pyrogen (=pyrogenic substance) 発熱物質 ハツネツブッシツ 

2014 quantal release 量的遊離 リョウテキユウリ 

2015 quantitative gene 量的遺伝子 リョウテキイデンシ 

2016 quantitative response 定量的反応 テイリョウテキハンノウ 

2017 quantum hypothesis 量子仮説 リョウシカセツ 

2018 quaternary ammonium base 四級アンモニウム塩基 ヨンキュウアンモニウムエンキ 

2019 quinidine キニジン キニジン 

2020 quinine キニーネ キニーネ 

2021 quisqualic acid キスカル酸 キスカルサン 

2022 radioactive ligand 放射性リガンド ホウシャセイリガンド 

2023 radioactivity 放射能 ホウシャノウ 

2024 radioimmunoassay 《RIA》 
ラジオイムノアッセイ, 放
射免疫アッセイ 

ラジオイムノアッセイ, ホウシャメンエ
キアッセイ 

2025 radioreceptor assay 《RRA》 ラジオレセプターアッセイ ラジオレセプターアッセイ 

2026 raphenucleus 縫線核 ホウセンカク 

2027 
rapid eye movement sleep 《REM 
sleep》 

急速眼球運動睡眠, レム
睡眠 

キュウソクガンキュウウンドウスイミ
ン, レムスイミン 

2028 rate constant 速度定数 ソクドテイスウ 

2029 rate limiting step 律速段階 リッソクダンカイ 

2030 rauwolfia alkaloid 
ラウオルフィアアルカロイ
ド 

ラウオルフィアアルカロイド 

2031 Raynaud's disease レイノー病 レイノービョウ 

2032 reabsorption 再吸収 サイキュウシュウ 

2033 rearing [behavior] 立ち上がり [行動] タチアガリ [コウドウ] 

2034 rebound phenomenon 反跳現象 ハンチョウゲンショウ 

2035 rebound syndrome 反跳症候群 ハンチョウショウコウグン 

2036 receptive field 受容野 ジュヨウヤ 

2037 receptor 受容体, レセプター ジュヨウタイ, レセプター 
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2038 receptor reserve 予備受容体 (レセプター) ヨビジュヨウタイ (レセプター) 

2039 
reciprocal (antagonistic) double 
innervation 

相反性 (拮抗的) 二重神
経支配 

ソウハンセイ (キッコウテキ) ニジュ
ウシンケイシハイ 

2040 reciprocal innervation 相反性神経支配 ソウハンセイシンケイシハイ 

2041 reciprocal beat 回帰拍動 カイキハクドウ 

2042 recombinant 組換え型 クミカエガタ 

2043 recombination 組換え クミカエ 

2044 recruiting response 漸増反応 ゼンゾウハンノウ 

2045 rectus abdominis muscle 腹直筋 フクチョクキン 

2046 recurrent facilitation (inhibition) 反回 [性] 促通 (抑制) ハンカイ [セイ] ソクツウ (ヨクセイ) 

2047 red blood cell (=erythrocyte) 赤血球 セッケッキュウ 

2048 redistribution 再分布 サイブンプ 

2049 reducing agent (→antioxidant) 還元薬 カンゲンヤク 

2050 reference electrode 不感電極, 基準電極 フカンデンキョク, キジュンデンキョク

2051 
reference memory (→working 
memory) 

参照記憶 サンショウキオク 

2052 referred pain 関連 (連関) 痛 カンレン (レンカン) ツウ 

2053 reflection coefficient 反射係数 ハンシャケイスウ 

2054 reflex arc 反射弓 ハンシャキュウ 

2055 reflex movement 反射運動 ハンシャウンドウ 

2056 reflex tachycardia 反射性頻拍 (脈) ハンシャセイヒンパク (ミャク) 

2057 reflex tonus 反射性筋緊張 ハンシャセイキンキンチョウ 

2058 refractoriness 不応状態 フオウジョウタイ 

2059 refractory period 不応期 フオウキ 

2060 regeneration 再生 サイセイ 

2061 regression 退行, 回帰, 逆行 タイコウ, カイキ, ギャッコウ 

2062 reinforcement 強化 キョウカ 

2063 reinforcement schedule 強化スケジュール キョウカスケジュール 

2064 reinforcing effect 強化効果 キョウカコウカ 

2065 relapse 再発 サイハツ 

2066 relative refractory phase (period) 相対不応期 ソウタイフオウキ 

2067 relaxation 弛緩 シカン 

2068 relaxing factor 弛緩因子 シカンインシ 

2069 release 遊離, 放出 ユウリ, ホウシュツ 

2070 releasing hormone 放出ホルモン ホウシュツホルモン 

2071 REM sleep (→paradoxical sleep) レム睡眠 レムスイミン 

2072 renal blood flow 腎血流量 ジンケツリュウリョウ 

2073 renal clearance 腎クリアランス ジンクリアランス 

2074 renal excretion 腎排泄 ジンハイセツ 

2075 renal glucosuria (→glucosuria) 腎性糖尿 ジンセイトウニョウ 

2076 renal hypertension 腎性高血圧 ジンセイコウケツアツ 

2077 renal plasma flow 腎血漿流量 ジンケッショウリュウリョウ 

2078 renal tubule 腎尿細管 ジンニョウサイカン 

2079 renin (=chymosin) レニン レニン 

2080 renin-angiotensin system 
レニン-アンジオテンシン
系 

レニンアンジオテンシンケイ 

2081 Renshaw cell レンショウ細胞 レンショウサイボウ 

2082 repetitive excitation 反復興奮 ハンプクコウフン 

2083 replication 複製 フクセイ 

2084 repolarization 再分極 サイブンキョク 

2085 repolarizing phase 再分極相 サイブンキョクソウ 

2086 reproduction 生殖 セイショク 
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2087 reproductive toxicity 繁殖毒性 ハンショクドクセイ 

2088 reserve alkali 予備アルカリ ヨビアルカリ 

2089 resistance 抵抗性, 耐性 テイコウセイ, F2311 タイセイ 

2090 resistance vessel 抵抗血管 テイコウケッカン 

2091 respiration 呼吸 コキュウ. 

2092 respiration rate 呼吸数 コキュウスウ 

2093 respiratory alkalosis 呼吸性アルカロージス コキュウセイアルカロージス 

2094 respiratory center 呼吸中枢 コキュウチュウスウ 

2095 respiratory depression 呼吸抑制 コキュウヨクセイ 

2096 respiratory distress 呼吸困難 コキュウコンナン 

2097 respiratory failure 呼吸不全 コキュウフゼン 

2098 respiratory minute volume 毎分換気量 マイフンカンキリョウ 

2099 respiratory movement 呼吸運動 コキュウウンドウ 

2100 respiratory overshoot 呼吸性過代償 コキュウセイカダイショウ 

2101 respiratory quoient 呼吸商 コキュウショウ 

2102 respiratory stimulant 呼吸刺激薬 コキュウシゲキヤク 

2103 respiratory tract 気道 キドウ 

2104 respondent behavior レスポンデント行動 レスポンデントコウドウ 

2105 respondent conditioning レスポンデント条件づけ レスポンデントジョウケンヅケ 

2106 response 反応 ハンノウ 

2107 responsiveness 反応性 ハンノウセイ 

2108 resting current 静止電流 セイシデンリュウ 

2109 resting expiratory level 安静呼吸レベル アンセイコキュウレベル 

2110 resting potential 静止電位 セイシデンイ 

2111 resting tension 静止張力 セイシチョウリョク 

2112 restriction enzyme 制限酵素 セイゲンコウソ 

2113 reticular formation 網様体 モウヨウタイ 

2114 retina 網膜 モウマク 

2115 retinol (=vitamin A1) レチノール レチノール 

2116 retrograde amnesia 逆行性健忘 ギャッコウセイケンボウ 

2117 retrograde degradation 逆行 [性] 変性 ギャッコウ [セイ] ヘンセイ 

2118 reuptake 再取り込み サイトリコミ 

2119 reverse agonist 
リバースアゴニスト, 逆作
動 (用) 薬 

リバースアゴニスト, ギャクサドウ 
(ヨウ) ヤク 

2120 reverse mutation 逆突然変異 ギャクトツゼンヘンイ 

2121 reverse potential 逆転電位 ギャクテンデンイ 

2122 reverse transcription 逆転写 ギャクテンシャ 

2123 reversed anaphylaxis 逆アナフィラキシー ギャクアナフィラキシー 

2124 reward 報酬 ホウシュウ 

2125 Reye syndrome ライ症候群 ライショウコウグン 

2126 rheobase 基電流 キデンリュウ 

2127 rheumatic carditis リウマチ性心 [臓] 炎 リウマチセイシン [ゾウ] エン 

2128 rheumatic fever リウマチ熱 リウマチネツ 

2129 rheumatoid arthritis リウマチ関節炎 リウマチカンセツエン 

2130 rhinitis 鼻炎 ビエン 

2131 rhodopsin ロドプシン ロドプシン 

2132 rhythmic segmentation 分節運動 ブンセツウンドウ 

2133 rhythmicity リズム性 リズムセイ 

2134 riboflavin (=vitamin B1) リボフラビン リボフラビン 

2135 ribonucleic acid リボ核酸 リボカクサン 

2136 ribosome リボソーム リボソーム 
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2137 rickets くる病 クルビョウ 

2138 righting reflex 正向反射 セイコウハンシャ 

2139 rigidity 筋強剛 キンキョウゴウ 

2140 rigor 硬直 コウチョク 

2141 rigor mortis 死後硬直 シゴコウチョク 

2142 Ringer solution リンゲル液 リンゲルエキ 

2143 rising phase 立ち上がり期 タチアガリキ 

2144 rotarod ロータロッド ロータロッド 

2145 rotatory nystagmus 回旋性眼振 カイセンセイガンシン 

2146 rotatory vertigo 回旋性 (回転) めまい カイセンセイ (カイテン) メマイ 

2147 safety evaluation 安全性評価 アンゼンセイヒョウカ 

2148 salicylic acid サリチル酸 サリチルサン 

2149 salicylism (=salicylate poisoning) サリチリズム サリチリズム 

2150 saline (→physiological saline) 食塩液 ショクエンエキ 

2151 saline diuretic 塩類利尿薬 エンルイリニョウヤク 

2152 salt 塩 エン 

2153 saltatory conduction 跳躍伝導 チョウヤクデンドウ 

2154 sarcoidosis サルコイドージス サルコイドージス 

2155 sarcolemma 筋線維 [細胞] 膜, 筋鞘 
キンセンイ [サイボウ] マク, キンシ
ョウ 

2156 sarcoma 肉腫 ニクシュ 

2157 sarcomere 筋節 キンセツ 

2158 sarcoplasmic reticulum 筋小胞体 キンショウホウタイ 

2159 satiety center 満腹中枢 マンプクチュウスウ 

2160 Scatchard analysis スキャッチャード解析 [法] スキャッチャードカイセキ [ホウ] 

2161 Scatchard plot スキャッチャードプロット スキャッチャードプロット 

2162 Schild plot シルドプロット シルドプロット 

2163 schizophrenia 統合失調症 トウゴウシッチョウショウ 

2164 scopolamine スコポラミン スコポラミン 

2165 screening スクリーニング スクリーニング 

2166 second messenger セカンドメッセンジャー セカンドメッセンジャー 

2167 secondary action 二次作用 ニジサヨウ 

2168 secondarysex character 二次性徴 ニジセイチョウ 

2169 secretagogue (=secretogogue) 分泌促進物質 ブンピ [ツ] ソクシンブッシツ 

2170 secretin セクレチン セクレチン 

2171 secretion 分泌 ブンピ [ツ] 

2172 secretory granule 分泌顆粒 ブンピ [ツ] カリュウ 

2173 sedation 鎮静 チンセイ 

2174 sedative 鎮静薬 チンセイヤク 

2175 seizure 発作, てんかん発作 ホッサ, テンカンホッサ 

2176 selective action 選択作用 センタクサヨウ 

2177 selective toxicity 選択毒性 センタクドクセイ 

2178 selectivity 選択性 センタクセイ 

2179 self-administration 自己投与 ジコトウヨ 

2180 self control 自己制御 ジコセイギョ 

2181 semen (=seminal fluid) 精液 セイエキ 

2182 semi-allele 偽対立遺伝子 ギタイリツイデンシ 

2183 semipermeable membrane 半透膜 ハントウマク 

2184 senile dementia 老年痴呆 ロウネンチホウ 

2185 sensation 感覚 カンカク 

2186 sensitivity (=susceptibility) 感受性 カンジュセイ 
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2187 sensitization 感作 カンサ 

2188 sensory ending 感覚器終末 カンカクキシュウマツ 

2189 sensory nerve 知覚 (感覚) 神経 チカク (カンカク) シンケイ 

2190 sensory unit 感覚 (受容) 単位 カンカク (ジュヨウ) タンイ 

2191 sequence homology 配列相同性 ハイレツソウドウセイ 

2192 serotonergic nerve セロトニン作動性神経 セロトニンサドウセイシンケイ 

2193 
serotonin (=5-hydroxytryptamine) 
《5-HT》 

セロトニン セロトニン 

2194 serum sickness 血清病 ケッセイビョウ 

2195 session セッション セッション 

2196 sex chromosome 性染色体 セイセンショクタイ 

2197 sex difference 性差 セイサ 

2198 sex linked inheritance 伴性遺伝 バンセイイデン 

2199 sex reversal 性転換 セイテンカン 

2200 sexual behavior 性行動 セイコウドウ 

2201 sham operation 偽手術 ギシュジュツ 

2202 sham rage 
シャムレージ, みかけの怒
り 

シャムレージ, ミカケノイカリ 

2203 sharp wave 鋭波 エイハ 

2204 shivering 震え フルエ 

2205 shock ショック ショック 

2206 sickle cell 鎌形赤血球 カマガタセッケッキュウ 

2207 side effect 副作用 フクサヨウ 

2208 Sidman avoidance シドマン型回避 シドマンガタカイヒ 

2209 sign 徴候 チョウコウ 

2210 signal 信号 シンゴウ 

2211 silicosis ケイ肺症 ケイハイショウ 

2212 sino atrial (auricular) 《SA》 node 洞房結節 ドウボウケッセツ 

2213 sinus arrhythmia 洞 [性] 不整脈 ドウ [セイ] フセイミャク 

2214 sinus bradycardia 洞 [性] 徐脈 ドウ [セイ] ジョミャク 

2215 sinus tachycardia 洞 [性] 頻脈 ドウ [セイ] ヒンミャク 

2216 site 部位 ブイ 

2217 site directed mutagenesis 部位特異的突然変異誘発
ブイトクイテキトツゼンヘンイユウハ
ツ 

2218 skeletal muscle 骨格筋 コッカクキン 

2219 skin 皮膚 ヒフ 

2220 skinned [muscle] fiber 除膜 [筋] 線維 ジョマク [キン] センイ 

2221 Skinner box スキナーボックス スキナーボックス 

2222 sleep 睡眠 スイミン 

2223 sleep deprivation 断眠 ダンミン 

2224 slice スライス, 切片 スライス, セッペン 

2225 slow wave 徐波 ジョハ 

2226 slow wave sleep 徐波睡眠 ジョハスイミン 

2227 smooth muscle 平滑筋 ヘイカツキン 

2228 snake venom 蛇毒 ヘビドク 

2229 sodium bicarbonate 炭酸水素ナトリウム, 重曹
タンサンスイソナトリウム, ジュウソ
ウ 

2230 sodium chloride 塩化ナトリウム, 食塩 エンカナトリウム, ショクエン 

2231 sodium pump ナトリウムポンプ ナトリウムポンプ 

2232 solubility 溶解度 ヨウカイド 

2233 solubilization 可溶化 カヨウカ 

2234 solvent 溶媒 ヨウバイ 
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2235 somatic nerve 体性神経 タイセイシンケイ 

2236 somatostatin ソマトスタチン ソマトスタチン 

2237 soybean trypsin inhibitor 
大豆トリプシンインヒビタ
ー 

ダイズトリプシンインヒビター 

2238 spare receptor 
余剰 (予備) 受容体 (レ
セプター) 

ヨジョウ (ヨビ) ジュヨウタイ (レセプ
ター) 

2239 spasmogenic 攣 (痙) 縮薬 レン (ケイ) シュクヤク 

2240 spasmolytic 鎮痙薬 チンケイヤク 

2241 specialized atrial fiber 固有 (特殊) 心房筋線維 
コユウ (トクシュ) シンボウキンセン
イ 

2242 species (→strain) 種 シュ 

2243 specificity 特異性 トクイセイ 

2244 sphincter 括約筋 カツヤクキン 

2245 sphincter of Oddi オディ括約筋 オディカツヤクキン 

2246 spike potential スパイク電位 スパイクデンイ 

2247 spinal anesthesia 脊髄麻酔 セキズイマスイ 

2248 spinal cord 脊髄 セキズイ 

2249 spinal reflex 脊髄反射 セキズイハンシャ 

2250 splanchnic nerve activity 大内臓神経活動 ダイナイゾウシンケイカツドウ 

2251 spondylitis 脊椎炎,椎骨炎 セキツイエン,ツイコツエン 

2252 spontaneous motor activity 《SMA》 自発運動活性 ジハツウンドウカッセイ 

2253 
spontaneously hypertensive rat 
《SHR》 

自然発症高血圧ラット シゼンハッショウコウケツアツラット 

2254 stage ofanalgesia 鎮痛 (無痛) 期 チンツウ (ムツウ) キ 

2255 stage of [surgical] anesthesia [外科] 麻酔期 [ゲカ] マスイキ 

2256 stage of excitement (delirium) 興奮 (せん妄) 期 コウフン (センモウ) キ 

2257 standard deviation 《S.D., s.d.》 標準偏差 ヒョウジュンヘンサ 

2258 standard error 《S.E., s.e.》 標準誤差 ヒョウジュンゴサ 

2259 starvation 飢餓 キガ 

2260 status epilepticus てんかん重積 テンカンジュウセキ 

2261 steady state 定常状態 テイジョウジョウタイ 

2262 stepped-care approach 段階的治療 ダンカイテキチリョウ 

2263 stereognosis 立体認知 リッタイニンチ 

2264 stereoisomer 立体異性体 リッタイイセイタイ 

2265 stereoselectivity 立体選択性 リッタイセンタクセイ 

2266 stereospecificity 立体特異性 リッタイトクイセイ 

2267 stereotyped behavior 常同行動 ジョウドウコウドウ 

2268 stereotypy 常同症 ジョウドウショウ 

2269 sterility 無菌 [性], 不妊 [症] ムキン [セイ], フニン [ショウ] 

2270 sterilization 
滅菌 (消毒) [法], 避妊 
[法] 

メッキン (ショウドク) [ホウ], ヒニン 
[ホウ] 

2271 steroid ステロイド ステロイド 

2272 stimulant 刺激薬 シゲキヤク 

2273 stimulation 刺激, 興奮 シゲキ, コウフン 

2274 stimulation-contraction coupling 刺激収縮連関 シゲキシュウシュクレンカン 

2275 stimulation-secretion coupling 刺激分泌連関 シゲキブンピ [ツ] レンカン 

2276 stimulus (pl. stimuli) 刺激 シゲキ 

2277 stopped flow method ストップフロー法 ストップフローホウ 

2278 storage 貯蔵 チョゾウ 

2279 strain (→species) 系 ケイ 

2280 stress ストレス ストレス 

2281 stress induced analgesia 《SIA》 ストレス誘発鎮痛 ストレスユウハツチンツウ 
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2282 stretch receptor 伸張受容器 シンチョウジュヨウキ 

2283 striated muscle 横紋筋 オウモンキン 

2284 striatum 線条体 センジョウタイ 

2285 stroke output (volume) 一回拍出量 イッカイハクシュツリョウ 

2286 structure-activit relationship 構造活性相関 コウゾウカッセイソウカン 

2287 strychnine ストリキニーネ ストリキニーネ 

2288 subacute 亜急性 アキュウセイ 

2289 subarachnoid space くも膜下腔 クモマクカクウ 

2290 subconsciousness 潜在意識 センザイイシキ 

2291 subcutaneous injection 《s.c.》 皮下注射 ヒカチュウシャ 

2292 sublingual administration 舌下投与 ゼッカトウヨ 

2293 substance P サブスタンス P サブスタンスピー 

2294 substantia nigra 黒質 コクシツ 

2295 substrate 基質 キシツ 

2296 subsynaptic membrane シナプス下膜 シナプスカマク 

2297 subtype サブタイプ サブタイプ 

2298 subunit サブユニット サブユニット 

2299 successive conditioned reflex 継時条件反射 ケイジジョウケンハンシャ 

2300 suckling reflex 吸乳反射 キュウニュウハンシャ 

2301 sucrose intolerance 糖不耐性 トウフタイセイ 

2302 suction 吸引 キュウイン 

2303 suction electrode 吸引電極 キュウインデンキョク 

2304 sulfate conjugation 硫酸抱合 リュウサンホウゴウ 

2305 superinfection 重 (複) 感染 ジュウ (フク) カンセン 

2306 superior cervical ganglion 上頸神経節 ジョウケイシンケイセツ 

2307 supernatant 上清 ジョウセイ 

2308 supernormal (supranormal) phase 過常期 カジョウキ 

2309 superprecipitation 超沈殿 チョウチンデン 

2310 super (hyper) sensitivity 過敏 [性], 過感受性 カビン [セイ], カカンジュセイ 

2311 suppressor T cell サプレッサーT 細胞 サプレッサーティーサイボウ 

2312 suppression 抑制, 抑圧 ヨクセイ, ヨクアツ 

2313 supraventricular tachycardia 上室性頻脈 ジョウシツセイヒンミャク 

2314 surface active agent 表面活性薬 ヒョウメンカッセイヤク 

2315 surface anesthesia 表面麻酔 ヒョウメンマスイ 

2316 surface electrode 表面電極 ヒョウメンデンキョク 

2317 susceptibility (=sensitivity) 感受性 カンジュセイ 

2318 suspension 懸濁液 ケンダクエキ 

2319 sustained release preparation 徐放性製剤 ジョホウセイセイザイ 

2320 swallowing 嚥下 エンゲ 

2321 sweating 発汗 ハッカン 

2322 swelling 膨張, 腫脹, 隆起 ボウチョウ, シュチョウ, リュウキ 

2323 sympathectomy 交感神経切除 コウカンシンケイセツジョ 

2324 sympathetic discharge 交感神経放電 コウカンシンケイホウデン 

2325 sympathetic ganglion 交感神経節 コウカンシンケイセツ 

2326 sympathetic nerve 交感神経 コウカンシンケイ 

2327 sympathetic nervous system 交感神経系 コウカンシンケイケイ 

2328 sympathicotonia 交感神経活動亢進 コウカンシンケイカツドウコウシン 

2329 sympatholytic 交感神経遮断薬 コウカンシンケイシャダンヤク 

2330 sympathomimetic [agent] 交感神経 [作動] 模倣薬
コウカンシンケイ [サドウ] モホウヤ
ク 

2331 symptom 症状, 症候 ショウジョウ, ショウコウ 



49 

2332 synapse シナプス シナプス 

2333 synaptic cleft (gap) シナプス間隙 シナプスカンゲキ 

2334 synaptic current シナプス電流 シナプスデンリュウ 

2335 synaptic delay シナプス遅延 シナプスチエン 

2336 synaptic knob シナプス小頭 シナプスショウトウ 

2337 synaptic potential シナプス電位 シナプスデンイ 

2338 synaptic transmission シナプス伝達 シナプスデンタツ 

2339 synaptic vesicle シナプス小胞 シナプスショウホウ 

2340 synaptosome シナプトソーム シナプトソーム 

2341 synchronization 同期化, 同調 ドウキカ, ドウチョウ 

2342 synchronization potential 同期電位 ドウキデンイ 

2343 syndrome 症候群 ショウコウグン 

2344 synergism (→additive effect) 協力作用 キョウリョクサヨウ 

2345 synergist 協力筋 キョウリョクキン 

2346 synthesis 合成 ゴウセイ 

2347 systemic anaphylaxis 全身性アナフィラキシー ゼンシンセイアナフィラキシー 

2348 systemic (general) circulation 体 (全身) 循環, 大循環 
タイ (ゼンシン) ジュンカン, ダイジュ
ンカン 

2349 systemic side effect 全身性副作用 ゼンシンセイフクサヨウ 

2350 systole (=systolic phase) 収縮期 (相) シュウシュクキ (ソウ) 

2351 systolic maximum [blood] pressure 収縮期 (最高) [血] 圧 
シュウシュクキ (サイコウ) [ケツ] ア
ツ 

2352 systolic hypertension 収縮期性高血圧 [症] 
シュウシュクキセイコウケツアツ [シ
ョウ] 

2353 systolic reserve 収縮期余裕量 シュウシュクキヨユウリョウ 

2354 tachycardia (→bradycardia) 頻脈 ヒンミャク 

2355 tachykinin タキキニン タキキニン 

2356 tachyphylaxis 
タキフィラキシー, 速成習
慣 

タキフィラキシー, ソクセイシュウカン

2357 tactile sensation 触 [感] 覚 ショク [カン] カク 

2358 tactile (touch) space 触空間 ショククウカン 

2359 tambour タンブール タンブール 

2360 tannic acid タンニン酸 タンニンサン 

2361 tannin タンニン タンニン 

2362 tardive dyskinesia 遅発性ジスキネジア チハツセイジスキネジア 

2363 taste aversion 味覚嫌悪 ミカクケンオ 

2364 taste blindness 味盲 ミモウ 

2365 taurine タウリン タウリン 

2366 taxis 走性 ソウセイ 

2367 telemeter 
テレメーター, 遠隔測定装
置 

テレメーター, エンカクソクテイソウチ

2368 temporal summation 時間的加重 ジカンテキカジュウ 

2369 tenseness (=tone) 緊張 キンチョウ 

2370 tension 張力 チョウリョク 

2371 tension receptor 張力受容体 チョウリョクジュヨウタイ 

2372 teratogen 催奇形物質 サイキケイブッシツ 

2373 teratogenicity 催奇形性 [作用] サイキケイセイ [サヨウ] 

2374 testosterone テストステロン テストステロン 

2375 tetanic convulsion 強縮性痙攣 キョウシュクセイケイレン 

2376 tetanus テタヌス, 強縮 テタヌス, キョウシュク 

2377 tetanus toxin 破傷風 [菌] 毒素 ハショウフウ [キン] ドクソ 

2378 tetany テタニー テタニー 
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2379 tetraethylammonium 《TEA》 テトラエチルアンモニウム テトラエチルアンモニウム 

2380 
tetraethylthiuram disulfide 
(=disulfiram) 

ジスルフィラム ジスルフィラム 

2381 tetrahydrocannabinol 《THC》 テトラヒドロカンナビノール テトラヒドロカンナビノール 

2382 tetramethylammonium 《TMA》 テトラメチルアンモニウム テトラメチルアンモニウム 

2383 tetrodotoxin 《TTX》 テトロドトキシン テトロドトキシン 

2384 thebaine テバイン テバイン 

2385 theobromine テオブロミン テオブロミン 

2386 theophylline テオフィリン テオフィリン 

2387 therapeutic drug monitoring 《TDM》 
治療薬血中濃度モニタリ
ング 

チリョウヤクケッチュウノウドモニタリ
ング 

2388 therapeutic index 治療係数 チリョウケイスウ 

2389 therapeutic range 治療域 チリョウイキ 

2390 therapeutics 薬物療法学 ヤクブツリョウホウガク 

2391 thermal nociceptor 温熱性侵害受容器 オンネツセイシンガイジュヨウキ 

2392 thermo[re]ceptor 温度受容器 オンドジュヨウキ 

2393 thermoregulation 温度 (体温) 調節 オンド (タイオン) チョウセツ 

2394 thermoregulatory system 温度調節系 オンドチョウセツケイ 

2395 thermotaxis 熱走性 ネツソウセイ 

2396 thiamine (=vitamin B1) チアミン チアミン 

2397 thiopental (=thiopentone) チオペンタール チオペンタール 

2398 threshold 閾値 イキチ 

2399 threshold stimulus 閾刺激 イキシゲキ 

2400 thrombin トロンビン トロンビン 

2401 thrombo-embolic disorder 血栓塞栓性疾患 ケッセンソクセンセイシッカン 

2402 thrombocyte 血小板 ケッショウバン 

2403 thrombocytopenia 血小板減少症 ケッショウバンゲンショウショウ 

2404 thrombocytosis 血小板増多症 ケッショウバンゾウタショウ 

2405 thromboembolism 血栓塞栓症 ケッセンソクセンショウ 

2406 thrombolytic agent 血小板溶解薬 ケッショウバンヨウカイヤク 

2407 thrombomodulin トロンボモジュリン トロンボモジュリン 

2408 thromboplastin トロンボプラスチン トロンボプラスチン 

2409 thrombosis 血栓症 ケッセンショウ 

2410 thromboxane 《TX》 トロンボキサン トロンボキサン 

2411 thrombus 血栓 ケッセン 

2412 thymoleptic 感情調整薬 カンジョウチョウセイヤク 

2413 thyroid hormone 甲状腺ホルモン コウジョウセンホルモン 

2414 thyroid-stimulating hormone 甲状腺刺激ホルモン コウジョウセンシゲキホルモン 

2415 thyroidectomy 甲状腺摘除 コウジョウセンテキジョ 

2416 
thyrotropin-releasing hormone 
《TRH》 

甲状腺刺激ホルモン放出
因子 

コウジョウセンシゲキホルモンホウシ
ュツインシ 

2417 thyroxine チロキシン チロキシン 

2418 tight junction 密着 (接合) 帯 ミッチャク (セツゴウ) タイ 

2419 tingling 刺痛 シツウ 

2420 tissue 組織 ソシキ 

2421 tolerance 耐性 タイセイ 

2422 
tissue (cellular) immunity (→humoral 
immunity) 

組織 (細胞) [性] 免疫 ソシキ (サイボウ) [セイ] メンエキ 

2423 tocopherol (=vitamin E) トコフェロール トコフェロール 

2424 tone (=tenseness) 緊張 キンチョウ 

2425 tonic convulsion 強直性痙攣 キョウチョクセイケイレン 

2426 topical 局所的 キョクショテキ 
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2427 total body clearance 全身クリアランス ゼンシンクリアランス 

2428 toxemia of pregnancy 妊娠中毒症 ニンシンチュウドクショウ 

2429 toxic action 毒作用 ドクサヨウ 

2430 toxicity 毒性 ドクセイ 

2431 toxicokinetics トキシコキネティクス トキシコキネティクス 

2432 toxicology 毒性学, 毒科学, 中毒学 
ドクセイガク, ドクカガク, チュウドク
ガク 

2433 toxoplasmosis トキソプラスマ症 トキソプラスマショウ 

2434 tranquilizer 
トランキライザー, 精神安
定薬 

トランキライザー, セイシンアンテイ
ヤク 

2435 tranquilizing effect 静穏効果 セイオンコウカ 

2436 transamination アミノ基転移 アミノキテンイ 

2437 transcription 転写 テンシャ 

2438 transduction 遺伝子導入 イデンシドウニュウ 

2439 transfection トランスフェクション, 移入 トランスフェクション, イニュウ 

2440 transfer RNA トランスファー (運搬) RNA
トランスファー (ウンパン) アールエ
ヌエー 

2441 transformation 形質転換 ケイシツテンカン 

2442 transfusion 輸血, 輸液 ユケツ, ユエキ 

2443 transmission 伝達 デンタツ 

2444 transmitter 伝達物質 デンタツブッシツ 

2445 transmural stimulation 経壁刺激 ケイヘキシゲキ 

2446 transplantation 移植 イショク 

2447 transplantation immunity 移植免疫 イショクメンエキ 

2448 transport 輸送 ユソウ 

2449 traumatic shock 外傷性ショック ガイショウセイショック 

2450 treatment 治療, 処置 チリョウ, ショチ 

2451 tremor 振戦 シンセン 

2452 trial 試行, 治験 シコウ, チケン 

2453 tricyclicdepressant 三環系抗うつ薬 サンカンケイコウウツヤク 

2454 triiodothyronine 《T3》 トリヨードチロニン トリヨードチロニン 

2455 tropism 向性 コウセイ 

2456 trypsin トリプシン トリプシン 

2457 tuberculosis 結核 ケッカク 

2458 tubular excretion 尿細管排泄 ニョウサイカンハイセツ 

2459 tubular load 尿細管負荷 [量] ニョウサイカンフカ [リョウ] 

2460 tubular reabsorption 尿細管再吸収 ニョウサイカンサイキュウシュウ 

2461 tubular secretion 尿細管分泌 ニョウサイカンブンピ [ツ] 

2462 tubule 尿細管 ニョウサイカン 

2463 tubulin チュブリン チュブリン 

2464 tubuloglomerular feedback 
尿細管糸球体フィードバッ
ク 

ニョウサイカンシキュウタイフィード
バック 

2465 turnover 代謝回転 タイシャカイテン 

2466 twitch 攣縮, 単収縮 レンシュク, タンシュウシュク 

2467 twitch curve 単収縮曲線 タンシュウシュクキョクセン 

2468 tyrosine hydroxylase チロシン水酸化酵素 チロシンスイサンカコウソ 

2469 ulcer 潰瘍 カイヨウ 

2470 ulcerativecolitis 潰瘍性結腸炎 カイヨウセイケッチョウエン 

2471 ultradian rhythm 縮日周期 シュクジツシュウキ 

2472 ultrafiltration 限外ろ過 ゲンガイロカ 

2473 ultraviolet 紫外 [の] シガイ [ノ] 

2474 unconditioned reflex 無条件反射 ムジョウケンハンシャ 
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2475 unconditioned response 無条件反応 ムジョウケンハンノウ 

2476 unconditioned stimulus 《UCS》 無条件刺激 ムジョウケンシゲキ 

2477 uncoupling action 脱共役作用 ダツキョウヤクサヨウ 

2478 unilateral (→bilateral) 片側 [性] の ヘンソク [セイ] ノ 

2479 unionize 非イオン化 ヒイオンカ 

2480 unit membrane 単位膜 タンイマク 

2481 univalent chromosome 一価染色体 イッカセンショクタイ 

2482 
untoward reaction (=adverse 
reaction) 

有害反応 ユウガイハンノウ 

2483 up regulation 
アップレギュレーション, 上
向き調節 

アップレギュレーション, ウエムキチ
ョウセツ 

2484 uphill transport 上り坂輸送 ノボリザカユソウ 

2485 upstream resistance 上流抵抗 ジョウリュウテイコウ 

2486 uptake 取り込み トリコミ 

2487 urea 尿素 ニョウソ 

2488 uremia 尿毒症 ニョウドクショウ 

2489 urethritis 尿道炎 ニョウドウエン 

2490 uric acid 尿酸 ニョウサン 

2491 uricosuric diuretic 尿酸排泄性利尿薬 ニョウサンハイセツセイリニョウヤク 

2492 urinary excretion 尿中排泄 ニョウチュウハイセツ 

2493 urinary retention 尿貯留 ニョウチョリュウ 

2494 urination 排尿 ハイニョウ 

2495 urine 尿 ニョウ 

2496 urokinase ウロキナーゼ ウロキナーゼ 

2497 urticaria じんま疹 ジンマシン 

2498 uterus (uterine) 子宮 シキュウ 

2499 Vmax 最大反応速度 サイダイハンノウソクド 

2500 vaccine ワクチン ワクチン 

2501 vagal center 迷走神経中枢 メイソウシンケイチュウスウ 

2502 vagal discharge 迷走神経放電 メイソウシンケイホウデン 

2503 vagal escape 迷走神経 [性] 逸脱 メイソウシンケイ [セイ] イツダツ 

2504 vagal nerve (=vagus) 迷走神経 メイソウシンケイ 

2505 vagotomy 迷走神経切除 [術] メイソウシンケイセツジョ [ジュツ] 

2506 vagotonia 迷走神経緊張 [症] メイソウシンケイキンチョウ [ショウ] 

2507 vagus (=vagal nerve) 迷走神経 メイソウシンケイ 

2508 valproic acid バルプロ酸 バルプロサン 

2509 vaporizer 気化器 キカキ 

2510 variant 変種 ヘンシュ 

2511 varicosity 軸索瘤 ジクサクリュウ 

2512 vascular resistance 血管抵抗 ケッカンテイコウ 

2513 vascular tone 血管緊張 ケッカンキンチョウ 

2514 vasoactive intestinal peptide 《VIP》 血管作用性小腸ペプチド 
ケッカンサヨウセイショウチョウペプ
チド 

2515 vasoconstriction 血管収縮 ケッカンシュウシュク 

2516 vasoconstrictor 血管収縮薬 ケッカンシュウシュクヤク 

2517 vasodila[ta]tion 血管拡張 ケッカンカクチョウ 

2518 vasodilator 血管拡張薬 ケッカンカクチョウヤク 

2519 vasomotor center 血管運動中枢 ケッカンウンドウチュウスウ 

2520 vasomotor reflex 血管運動反射 ケッカンウンドウハンシャ 

2521 vasopressor substance 血管収縮物質 ケッカンシュウシュクブッシツ 

2522 vasopressin (=antidiuretic hormone) バゾプレシン バゾプレシン 

2523 vasospasm 血管攣縮 ケッカンレンシュク 
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2524 vectorcardiogram ベクトル心電図 ベクトルシンデンズ 

2525 vehicle 溶媒 (剤) ヨウバイ (ザイ) 

2526 vein 静脈 ジョウミャク 

2527 venous pressure 静脈圧 ジョウミャクアツ 

2528 venousreturn 静脈還流量 ジョウミャクカンリュウリョウ 

2529 venous sinus 静脈洞 ジョウミャクドウ 

2530 ventilation 換気 カンキ 

2531 ventilation equivalent 換気当量 カンキトウリョウ 

2532 ventral root potential 前根電位 ゼンコンデンイ 

2533 ventricle 心室, 脳室 シンシツ, ノウシツ 

2534 ventricular arrhythmias 心室性不整脈 シンシツセイフセイミャク 

2535 ventricular fibrillation 心室細動 シンシツサイドウ 

2536 ventricular flutter 心室粗動 シンシツソドウ 

2537 ventricular gradient 心室勾配 シンシツコウバイ 

2538 venule 細静脈 サイジョウミャク 

2539 verapamil ベラパミール ベラパミール 

2540 Veratrum alkaloid ベラトルムアルカロイド ベラトルムアルカロイド 

2541 vertigo (=dizziness) めまい メマイ 

2542 vesicle 小胞 ショウホウ 

2543 vesicular gland 精嚢 [腺] セイノウ [セン] 

2544 vessel 脈管, 血管 ミャッカン, ケッカン 

2545 villous movement 絨毛運動 ジュウモウウンドウ 

2546 Vinca alkaloid ビンカアルカロイド ビンカアルカロイド 

2547 visceral pain 内臓痛 ナイゾウツウ 

2548 visceral sensation 内臓感覚 ナイゾウカンカク 

2549 visceral vasoconstriction 内臓血管収縮 ナイゾウケッカンシュウシュク 

2550 vitamin ビタミン ビタミン 

2551 vitamin A ビタミン A ビタミンエー 

2552 vitamin A1 (=retinol) ビタミン A1 ビタミンエー1 

2553 vitamin B complex ビタミン B 群 ビタミンビーグン 

2554 vitamin B1 (=thiamine) ビタミン B1 ビタミンビー1 

2555 vitamin B2 (=riboflavin) ビタミン B2 ビタミンビー2 

2556 vitamin B3 (=pantothenic acid) ビタミン B3 ビタミンビー3 

2557 vitamin B5 (=pantothenic acid) ビタミン B5 ビタミンビー5 

2558 
vitamin B6 (=pyridoxine, pyridoxal, 
pyridoxamine) 

ビタミン B6 ビタミンビー6 

2559 vitamin B12 (=cyanocobalamin) ビタミン B12 ビタミンビー 12 

2560 vitamin C (=ascorbic acid) ビタミン C ビタミンシー 

2561 vitamin D2 (=ergocalciferol) ビタミン D2 ビタミンディー2 

2562 vitamin D3 (=cholecalciferol) ビタミン D3 ビタミンディー3 

2563 vitamin E (=tocopherol) ビタミン E ビタミンイー 

2564 vitamin H (=biotin) ビタミン H ビタミンエイチ 

2565 vitamin K1 (=phytonadione) ビタミン K1 ビタミンケー1 

2566 vitamindeficiency ビタミン欠乏 ビタミンケツボウ 

2567 volatile anesthesia 揮発性麻酔 [法] キハツセイマスイ [ホウ] 

2568 volatile anesthetic 揮発性麻酔薬 キハツセイマスイヤク 

2569 voltage clamp 電圧固定 [法] デンアツコテイ [ホウ] 

2570 volumeload 容積負荷 ヨウセキフカ 

2571 volume of distribution 《Vd》 分布容積 ブンプヨウセキ 

2572 voluntary (volitional) movement 随意運動 ズイイウンドウ 

2573 voluntary (volitional) muscle 随意筋 ズイイキン 
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2574 vomiting (=emesis) 嘔吐 オウト 

2575 vomiting center 嘔吐中枢 オウトチュウスウ 

2576 wakefullness 覚醒 [状態] カクセイ [ジョウタイ] 

2577 warfarin ワーファリン ワーファリン 

2578 warning stimulus 警告刺激 ケイコクシゲキ 

2579 water balance 水バランス ミズバランス 

2580 water diuresis 水利尿 ミズリニョウ 

2581 water space 水分容積 スイブンヨウセキ 

2582 wheal 膨疹, みみずばれ ボウシン, ミミズバレ 

2583 wheezing 喘鳴音 ゼンメイオン 

2584 withdrawal 退薬, 禁断 タイヤク, キンダン 

2585 withdrawal (abstinence) syndrome 退薬 (禁断) 症候群 タイヤク (キンダン) ショウコウグン 

2586 
working memory (→reference 
memory) 

作業記憶 サギョウキオク 

2587 xanthine oxidase キサンチンオキシダーゼ キサンチンオキシダーゼ 

2588 xenobiotics 生体異物 セイタイイブツ 

2589 xenobiotic metabolism 異物代謝 イブツタイシャ 

2590 xylocholine 《TM10》 キシロコリン キシロコリン 

2591 yohimbine ヨヒンビン ヨヒンビン 

 


